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エスペランチストの數は年々增大してゐる

アクチーヴァなエスペランチストの數は年々大して增減しないが

我國のエスペランチストの總數を調査するといふことは仲々六ヶ敷いことである。尤も我國 

のエスペランチストの總數を見る目安としては學會の會員數が一應その基準にはなる。併し學 

會ろ會員數を何倍すれば全日本エスペランチストの總數が出るかは仲々難問である。

今學會創立當時か以今日までの欣會會員數の統計を桑原氏の調査によってしらべてみると

1920 年C大正九年）1月 400名 1929
1921 年 12 月 995 1930
1922 年 8 )1 1473 1931
1923 年 8 n 2351 1932
1924 年（大正十三年）1 約 2700
1925 年 1 月 約 2303 1933
1926 年（昭和元年）9月 1821 1934
1927 年 12 月 1682 1935
1128 年 5 月 2159 1936

ふ結果になる。

名8
1
9
7

月 

月 
月 
月

約

2181
2079
1990
1852

1

1

月 

月 
月

1495
1231
942

1 月 1 日 1071

この統計を見ると學會創立當時C1919年12月）の倉員四百名が事實上の第二年目1921年 

の終には旣に約一千塔になった。その後次第に上昇して1924年まで約二千七百名に逹し三千 

名に垂んとした。不幸1923年は關東の大倶災のため東京におけるあらゆる文化運動は一時的 

に逼塞しエスペラント運動もその影轡をうけ會貝數が逆に漸減の狀態にむかひ1927年迄は減 

る一方であったが1928年から再びもりかへしてきた。しかるに1932年を契機として再C減 

退の一路を辿り昨1935年口よ九西名餘になってしまった。C尤も本年一月には1071名であ 

るヵ時頁のための會員巒加によって今日C二月中旬）は1200名を突破してゐると思ふ。）

併しこの統計だけを以て學會の會員數の正確な增滅と考へaktivaj esperantistojの數も之に 

比例するものと推定しエスペラント運動の盛衰を云々することは早計である。猶この統計の示 

す會員數についてさへも十分硏究の餘地がある。學會の占い會計簿やその他の帳簿の調査によ 

ってもっと正確な統計を見る必要がある。といふのはここに示した會員數はその調査當時會員 

名曙に存在し雜誌を發送した會員の頭數であって會費滯納者等をも含んでゐるからである。特 

に大正時代（1920-1925）は會費のとりたてがゆるやかであったから會負は二T名をこえてゐて 

も實際會費を支拂ってゐたものは千五亡名内外であった場合もあるのである°C例へば1924年 

本誌188頁の學會會計報吿文中に「會員は二千三百名あるが過去一年の實績では會費を拂ふ人 

は千五百名足らずで……」と書かれてゐるのを見てもわかるう。

昭和時代は會費取立は嚴重になった。それにも拘らず1928年から1932年迄は大體二ヨ名 

內外の會負を擁してゐたことは相'當の好成績であった。1933年から會員數が急轉直下滅少し
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たのはその年から本誌の姉床誌たる「エスペラント」誌が出現Lたからである。本文二十ハ頁 

のRO.をもちって會員になるよりも同じ費用で本文四十頁の「エス」誌を購讒した方がよい 

といふ考へであろう。故に!933年以後はaktivaj esperantistojとしては學會々口數に「Ĥ 
スペラント」誌の話者を加算する必要がある。兩者合して二千數百名になる。尤も學會々負で 

「エス」誌をとってゐるものも相當多いから結局二千名内外とみるべきであろう。こう考へて 

1920年から今日迄十六年間の統計をみてみると大體aktivaj esperantistojは二千名内外で殆 

んど览減のないことがわかる〇

尤もこれは大ざつばな大勢を示すだけであってエスペラント運動といへども社會狀勢の變化 

に鈍感ではありえない。世間の景氣か;よい時と惡い時とで會費の支拂振も大分ちがふ。1928年 

戰後の國際主義の發展と共に會員も毎月百人二別人と增加したこともある。プロエス講座が數 

千部賣れる時代には又それ相當學會へ入會する人も多かった。しかしここでは之等については 

のべる必要がない。

援以上の推論によって我國エスペランチスト中特に熱のあるエスペランチストの數は毎年大 

した增Mなくまづ二千名內外であるといってよい。こう考へてみると我國のエスペランチスト 

の總數も增滅がないと考へるかもしれない。しかしそれは皮相の觀察である。 ..

といふのは學會の咋年度中の新入會員は215人であった。つまり會員の二割は每年大體毅陳 

代謝するのである。しからば古い會員は學會をやめてからどうするか。こ扌しらの人々は全然工 

スペラントを放擲するのであろうか。否そんなことはない。彼等はいろんな意味でaktivaj 
esperantistojの列を去るのである。しかしよし現役は去ってもエスペラントに對する熱情は 

捨てたわけではない。彼等は旣に現役を卒業して豫備役もしくは後端役に入ったのである。工 

スペラント熱がでてくれば何時でも動負できる人々である。

こう考へてみると現役にあるアクチーサ' なエスペランチストの數は二千名內外で常に犬灌 

ないかもしれぬが年々數百名の新會員がふえることを見るとやはり年々それだけの豫後備役に 

まわる人があるわけである。旣に舉會ができて十六年に毒なるからこういった人々は旣に數千 

人はできてゐることと思ふ。 二;ま瀏

卽ち aktivaj esperantistoj の數は每年 konstanta であっても neaktivaj esperantistoj は 

年々増大してゆくわけである。

年々エスベランチストの數の增加してゐるよい證據は次の統計でもわかると思ふ。卽ち東京 

にひらかれた日本エスペラント大會の參加者の數が次の如く回每に玳加してゐることである 

C他の土地での日本大會は地域的偏在その他のため比較できぬ。）

1920 年 4〇人 1922 年 170人 1932 年 366 人

192!年 100 1926 年 200
1922年（臨時）60 1929 年 280

又新撰エス和觀典が大正十五年初版發行以來この十年間に五萬册を竟りつくしたことは一人 

で二册以上買った人もあるが一册の本が二三人の手を轉々したものもあることと思はれるから 

エスペラントを學習した人が五萬人あったといふことは云へないことがないと思ふ。卽ち毎年 

五千人の割である。

こういった事實からみてもエスペラントを學んだ人が年々ふえてゆくことは明かである。勿 

論病氣とか老齡のためなくなる人もないではない。しかしそういった人の數はさほど多くない 

から結局絕對數はドンドンふえてゆくのである。
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學會創立當時は學會の會口でない人々でエスペラントが讚み書きできる人は殆んど皆無とい 

ってよかった。併し今日では學會ん貝になってをらぬ人でエス語の上手な人が相常澤山居る（特 

に東京などにそういった人が多い）といふ事實は明かに上の推諭を裏書するものである。

近年學會の會員刀減少のみをみてそれだけで我國のエス運駛が衰微したのだと速斷したり學 

會の運動は大してエス運動に貢默してゐないと斷定するのは正當な观察といふことのできぬこ 

とは上述の說明でわかったことと思ふ。

つまりエスペラント民衆は年々ふえてゆくのである。しかもaktivaj esperantistojがあま 

りふえない。これはどうし、ふわもナであろうか。

これには次の如き二つの重大な原因があると思ふ。その第一はエス語があまりに普及したた 

めエスペランチストの腦理から殉敎者的な氣持がうすれていったこと〇

原則としてエスペランチストの數がふえればふえる程エスペラントを學習しようとする人は 

ふえるし之を實用して利益をえようとする人もふえるがエス幣の普及運動わ第-線にたって働 

こうといふ殉敎的な氣持をもつ人が少くなってくるのはやむをえない。キリスト敎が'キリスト 

やその使徒によって叫ばれた時代は皆命がけで其敎義の弘布に粉骨碑身した人が多い。併し地 

球の全表面にキリスト敎力:ひろまった今日•そのため命をすてて敎義に殉ずる人が何人あるかは 

うたがはしい。エス運動とても同じことが云へよう。

しかしエスペヲントは何といってもまだ宣傳の時］弋を脫却してをらない。たえず宣傅をわす 

れてはならぬ。しかし一部のエスペランチストに殉敎者的氣分がうすらいだからといって•悲觀 

する必要はない。これこそ却ってエス語の普及を裏書してくれる事實ではなからうか。むしろ 

エスペラント大衆の增加としてよろこぶべきではないか。

第二の原因は我國知識階級の生活が經濟的に逼迫したことであるが之についてのべることは 

他日にゆづる。

旣に前號でのべた如くエスベランチストの水準は年一年と向上しエス文獻は年一年と蓄積さ 

れてゆくのである。しかも上に論じた如く一方エスペヲンチストの數も年一年と增大してゆく 

のである。我々エスペラント運動の第一綠に働くものはエスペラント運動の表面だけの地味さ 

のみを見て悲觀する必要がない。又授後の勝利のおそきをなげきあせってはならぬ。孜々とし 

て健實なー步一步の步みをつづけてゆくべきである。CJ. 〇.）

來年の萬國敎育會議には

エスペラントを用ひたい

永山秀次郞（談）

時:昭和十一年一月卅ー H午前 六一八 時

所:北陸線廻り上野行急行列車（雪のため遲延）二等車室にて 

Intervjuinto:矢島英男（東京鐵道エス會委員——ゴ淞公務出張の歸途）

ああこれが國際頤光局からでたエス語書きの日本案內か。こういった立派なものがドシドシ 

出なければいかん。印刷も仲々立派だ。が何だねエスペラント版の案內記はやはりここに
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[■Esperantojと入れてをいた方が良いね。それの方がよくわかってよい。

—この間矢島は日本案內"Japanujo"の反響について國際觀光局の供豐書類（本誌 

前號所載のものうを示しロその他について話すーー

成程こうでなくてはいかんよ。

皆エスペラントに反對する者はこんなことは知らんのだよ。ところで來年は萬國敎育食議が 

東京に開かれるのでわしもかね力;ね考へてゐるのだが是非一つエスペヲントを會談の用晤に人 

れたいと思ってゐるのぢゃ。それには賛成者がよけいなくてはこまるが皆に話してゐるのだヵ: 

どうも外交官は賛成してくれん。今のところは敎育會議の使用語は英語と佛語に內定してゐる 

が何とかしてエスペラントを入れるようにせねばいかんと思ふ。折角日本で開く國際會議だか 

らぜひエスペラントを入れる決議をしたいと思ふ。

ーーこの間矢爲は汎太平洋佛敎青年會犬囱に於てもエス語が準公用葫になったことを 

話すーー

わしの主張するようにこれからの國際會議は言葉のメ ートル法を便用せんけりゃいかん。言 

葉のメートル法を主張するのにはH本力:一番よい地位をしめてゐるから先づ手始めとして日本 

で開く眩際會議に主張してゆきたいと思ふ。わしが育葉のメートル法を說いても近頃の外交官 

はよい返事をせんのぢやよ。そこへゆくと故新渡戶博士はえらい。曲士は國際會議は勿論、中 

等學校でエスペラントを入れることを考へて居られた。新渡戶博士の話ではもし中等學校で工 

スペラントを採用すれば外國語の重壓から生陡を解放してやることができる。一年からエスペ 

ラントを敎へて三年から英語を敎へることにするとその結果は一年から英語を敎へるよりも實 

力がつくと云ふ。あの數ヶ國語に通じた博士でさへ外國語はむづかしくて分らないというのだ 

から我々に判る筈がない。

會議等であの人は英昭が上手だとほめられるのは實は御世辭で我々カけ度日木話を喋る外國 

人の日本語をきいてうまいとほめるのと同じだ。どうしても肝心のところがうまく出來ない。

來年の敎育會議はハ月二日から一週間といふことになってゐる。

——この間矢島は來年日本エス大會が東京で開かれることを話しはエス盏發表50週 

年であることを話す——

來年は東京にエスペラント大僉がちるのか.それは猶更好都合だ。

敎育會議に參加するものはアメリカ、支那ヽニュージーランド、オーストラリャを始め數百 

人と敢想されて居る。參加勸誘の招待狀には是非英語と同文でエスペラントを使ひたいと思ふ。 

それから會議に使ふパンフレット案內や議事銀等にもエスベラントを使ひたい。此の機會に日 

本を紹介する案內記でも出せれば良い日本の宜傅が出來ると思ふ。

それからこの會議には全國の小學校長にも出席してもらはうと思ってゐるのでその招待狀に 

も同文のエス譯を入れて出したいものだ。

會議にエスペラントを入れる樣に皆に說いてもおいそれとは共鳴してくれない。中にはまだ

エス語を思想問題とむすびつけたりする人もあるが實に笑!Eだよ〇

メートル法採用の際にもこんなことを云って反對した人がちった。メートル法はフランス革 

命の遣物だから絕對に反對だといってね。アッノ、ツハハ。エスペラントを思想問題に關聯させ 

るのはメート尼法が佛蘭西革命の遣物だといふ類だよ。これからはエスペラント卽ち言葉のメ 

ートル法採用の時代だ。英語やフランス語のできるものがエス語に反對するのだ。

とにかく日本でも觀光局で案内記を出すとか國際會嚴の用酷はエスペラントでなければなら
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ないと言ふことになれば一般の認讖も高まり學習する者のはげみともなる。

——欠島は話はつきない力凍京も近くなり氏の朝御飯の邪疑を大分したので汽車が浦 

和驛をすぎたところで引下ることにした。（文責記者にあり）

エス運動は中央地方の相互認識から

m 馬原

昨秋學會評談員久保貞次郞君が九州地方に中央と地方との聯絡のため地方運動の情勢視察を 

兼ね诙行された爭は啻に沈滯勝なる中央及地方の運動に一服の刺激瀏を與へた隶となり我國Ĥ 
ス運動史上に特記さるべきものだったと信ずる。それに喜ばLい事は之を契譏として各地方に 

エス運動への拍車と學會を支持せよの聲が勃然と頭を擡げた班である。

ブL州地方の同志諸君が特使を團んで我國エス運動の動向と學會の現情に就いてより以上の認 

識を深められた事であろうしヽそれにも増して東京の同志諸君が地方に於て並々ならぬ情熱的 

苦鬪を續けられる涙ぐましい地方同志の活動の冇樣に就いて深い同情と感謝と□將來への新し 

t運勁動向のヒントを摑み得た事は二重の收穫であろ5 〇

私は以前北海道の帶廣に住ってゐて同地のエス會の爲に働き昨春上京以來現在中央の一員と 

Lて働いてゐるのであるが何かしら新い、興奮にかり立てられ久保君の報吿に對し聊か屋上屋 

を架するの嫌ひもあるが今東京に來て昔地方にあった時考へてゐた認識不足を是正し目下地方 

に働いてゐられる方々の參考にもと思って禿筆をかした次第である。

此の文を書くに當って豫め規則立った問題に從った譯ではなく只槪括的なありふれた中央と 

地方のnuancojのちがひに展れながら最近の感想を其の儘報吿するに止めたい〇

近年エス運砂の沈滯の原因が那邊にあるかと云ふことを一槪に指摘する事は不可能である〇 

勿論現時の社會的時'流も大いに影響を持ってゐるだらうし又經濟生活も币大なる原因と考へら 

れようが私は小央地方の相互認識の不足が沈滯の“因であると斷定したい。卽ち中央の地方に 

對する、地方の中央に對する認識の不足である。例へば地方の會貝は學會に問合せをしても十 

分な返事をえられないとか講師派遣の便宜を計ってもらへないとか宣傅に力を入れぬとかを愚 

痴を云ふし中央は中央で會員が増加しなければ赤字の祗塡も出來ないし機關誌の頁數の坍加も 

することはできないし講師派遗など勿論出來ないと口癖の樣に云ふ。こういふと如何にも「宦合 

ってゐる梯であるが之もすべては認識の不足からくる氣持の相違で之が今度の特使派遣以來相 

互的に大いに認識を深めた事は我々同志諸君と共に但に慶賀に堪えないと思ふ。

之は斥;近の話でちるが地方の或同志から學會へ寄せられた手紙に「最近講習會を開いたがそ 

れについて色々お壯話下さった方々にお禮をしたいと思ふが何分自分の今の狀態では出來ない 

ので學會から追當な本でもこれらの人々に岳阳して貰えないだろうか」と書いてあったとの事。 

なるほど話は至極結構なことである。しかし之は實に蟲のよい話で其の實本人は學會の會員で 

もなく舉由の財的狀能など少しも御存じなく至俶のんきな申出といふべきで寧ろ滑稽の感さへ 

する。然しこの申出を考へ.靜かに私の步み來った過去をふりかへってみるならば昔の自分の 

認識もこういった程度カ、ら縊れるとも遠くない程度ぢゃなかったか。そして又この考へが地方 

會に働く一般同志諸君のそれともあまり懸け離れてゐないのではないかと考へてくる時私は思
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はず傑然たらざるを得ない。全くそれは笑ひ事でも洒落でもないのである。學會の現狀はと云 

ふに僅か三人の事務の方々が惭から夜の十時頃迄自分の全生活を投げ出して全くそれこそ文字 

通り積題的に働いてゐる事など地方會の諸君はあまり知らない。我國エス運動の全責任を荷ひ 

海外との連絡、雜誌の發行、圖書の出版、それにこう云った地方會の無鐵砲式注文に對する應 

待、講翟會、それ大會と五人や六人で出來ない山積された事務の赁只中に働いて居られるので 

十分同情と敬意を拂って戴きたいと思ふ。

そう云った中に今度の久保君の九州地方の視察となり新 い、然し當然來るべき問題を我々の 

眼前に提出したのである。邊鄙な地方會にゐては中央の同志に援する微會は全くないと云って 

もよいほとで私は帶辰に於て1932年から1935年迄の三年の間に面接Iた東京の同志は塚田 

貞堆氏田中覺大郞氏の僅かに二名であった。

年に一度位は學會で特使を派遣して貰ひ度いと云ふ事は地方會にとっては熱垄以上の緊急事 

で特使一人が如何に地方の運動を刺缴し活義ならしむかは想像以上であると思ふ。現に久保特 

使を迎えた九州の或る地方會ではこれを機會に例會を始めようと決心されたと報ぜられてゐる 

ではないか。他面學會にしても思ひは同じで年々僅か千名位の會員を目前にしては決して太平 

樂で居た譯ではないので其の原逻が那邊にあるか.地方情勢の推移を見極める爲に是非共特便 

を派遣したいと云ふ事は實住地方會以上の希星であったと私は今にして思ふのである。

如何にせん財政的に貧弱なる現在の舷でどうしてこの希望が達成されよう。君に忠ならん 

とすれば親に孝ならずで地方會の不平も希卑も只だ机上に眺めるのみで手の下し樣のなかった 

今迄の有樣を今一度地方會の諸占は十分同情の眼を以て諒とせわれたいと思ふ。こう云った狀 

態の只中に奮然起って私財を投じ學會特使の一役を買って出た我々の最も尊敬する同志久保貞 

次郞君に我々同志は全く感謝の言葉もない。

普及宣傅といふことがどんなに金力;かかるかー・例を示せば代談士候補者にエス語に對する賛 

否の問合せを出すことにしても候補者一人當り、郵稅のみで战低4錢5厘。錢5厘切手を返 

信ハガキに貼布L封書で發送）はかかる。だから候補者九百名に對しては郵稅だけで總額四十 

圓を超過するのである。 1
一方學国の普通會費は2圓40錢であるから月額にして20錢である。しかるに機關誌の 

印脱費と發送费C郵稅のみ）だけで闻月一人當り!2-13錢はかかるそうである。だから殘額 

は一人當り每月7-8錢である。千人の會員として七、ハ十風にすぎない。これだけですべて 

の事務費をまヵゝなってゆかねばならぬ。としたら上の候補者への問合せ代四十凰は學會の枇帶 

にとって如何に大金であるかがわかろう。しかも四十風ではすまない。手紙の印刷費も封筒代 

も筆耕代もかかるのであるからまづ六十圓はかかろう。cこの間學會でやったのは幸ひ地方會の 

方々で負挺していただいから一部分だけ支辨することとなったのでたすかったが）。

學會がこういった宣傅的の仕出を每月一回宛するとしたならば立ち所に經濟的にゆきつまる 

ことはこの一例でもわかろう。まして地方でエス語講習につくしてくれた人々へ書物を進呈す 

ることなどできょう筈はない。久保氏の如き篤志家なくしては學會から費用をだして特便派遣

などは思ひもよらぬことだ。學會は金持から寄附金をもらってやってゐる慈善事菜團體ではな 

我々會口が零細な會費を醵出してど うにか維持してゐる團整なのだ。學會から少しでもせ

びりと.ろうといふ考へは天に唾する樣なものだ。

それで學會の現在の經濟狀態を以てしては宣偉普及といふことは不可能であるのでこの學會 

の手のとどかぬ方面をたすけるため久保氏が口火をきって全國的に發起人をつのり『エスペラ 
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ント運動後援會』が生れることになつて我が運動の陣營に一抹の明さを增したことは寤いゝ。

今年初頭學會がよびかけた機關誌塩頁のための新會員増加運動に對して旣に百四十名を突破 

する新會員を紹介されたことは地方會同志諸君の熱烈なる學會を支持せよの愆;氣を如蛮に物語 

る證左でありこれこそ相互認雒の步みよりでなくて何であろう力、。

こういった地方の同志の熱心な支持はやがて本年第二の巨彈エス連動後援會をして豫期以上 

の好成績を收めしめるであろう。

金澤の由比氏が本誌前號でエス運動は人の利をもってせなければならぬといはれた。全くで 

ある。人の和は深い相互認識によってのみ逹せられる。

特使に托された九州各地方會の希望と

それに對するお答へ

學會事務部

久保特使九州訪問の際各地方食で申出でられた希望條項については久保待使より學會理班評 

議負合辰由の席上展陳及說明された。その條項中あるものはすぐ密施され或物は追々實行にう 

っすことになり又或物は將來考慮することになつた。尤も一方の申出と仙方の中出と相反する 

ものも相當あって之等は個人的意見の相違とみるより外仕方がないのもあった。

右希望事項は、 ]

1.R. O.及び「エスベラント」誌の編輯について20個。2.出版事業に關して12個。 

3.會員のこと6個。4.財政上のこと3個。5.宣傳上のこと15個。6・組織につ 

いて3個。?.地方會について5個。8.學會の事務上の事について7個で

合計71箇條であった。

こゝに之等の全部についてのべないが大體一般的意見と考へられるものその他を示してC便 

宣數箇條を一箇條にまとめてのせることあり）は之に對する學會の事務拠當者としての簡單な 

御返事を申上げることにする。

1・R・0・及E.しの編辑上の希望。 ;

a. 「英語科•問題」のパンフレットがペタ組ではよみづらい。R・〇.も同樣。（小倉） 

もっともな意見です。併し行間を粗くしては紙數が多くなって費用が嵩みます。R・〇. 一册

C32頁）分の內容は九ポイント活字で組めば四六版で九十頁位の分址があるのです。それを32 
頁へ逍ひこんだのですから無理です。R. 〇.は前月號から少しく行間をあらくしてよみやすく 

してみました。 ’

b. R.〇•は親しみが少い。會員の聲等をのせること。（小倉）

之迄編辑者個人の色彩をなくすることに努力したのです。それで親しみのないものになりま 

した。今後は編輯復記等を入れませう。會員の聲や!瀾はあまり投書が來ないのでのせませ 

んが來ればのせます。

c. R. 〇,を全部內地報導化せよ。（:福岡;）

これは ・般會員 希辺に反してゐきす。これについてはいつかくわしくかきます。
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N R・O・から內地報導を除くこと。（1長崎）

cと全く反對の意見。どちらも急進的。

d. R.〇・へは昔の如く讀物を入れよ。C長崎、大牟田）

こゝで云ふ讃物とはエス文の記事のことと思ふ。昔も今もかはりなくエス文霰物を入れてゐ 

ます。昔は證｛物が面白力ゝったといふのは主觀的の考へ方によるのだと思ひます。これについて 

は本謎前號38-39 I!をごらん下さい。

e・會員といふ意識よりもR・〇•の讀者としての意識が大。C大牟田）

f. 「何故エス語をやるカゝ」とか「如何にしてエス運動をするヵ、」といふ原稿をのせよ。

（:大牟田）

g. R. 〇・の記事の水準を髙くせよ。C大牟田）

女.R. 0.の記事はあの程度でよろし。C久留米）

h. Esperantologioの記事はR. 〇.へのせぬこと。（大牟田）

ĥ,宣傅用パンフレットをR. 0.の中へはさむこと。C大牟田）

御申出は結構です力:一それだけ費用が嵩みますし且パンフレット類をR・〇・へはさむこ 

とは右印刷代の外に郵便料がかさみます。CR- 〇.は約束郵便で送料一錢の割です。パンフレ 

ットを入れると送料は二錢になります。この爲乃に十圓年に百二十圓送料がよけい入要）。

i. R. 0.のエス文はよむ氣がしない。C熊本）

d・とやゝ似通ってゐます。同項參照。

j. R. 〇.とEしの合併は感心しない。C行橙）

ĵ. R・0.は讀物があって內地報導もついてゐるといふのが望ましい。C廣島）

注意:一EL編輯上の注文はこゝには省く。

2.出版事業についての希望

aザメンホフの著作を日本で復刻せよ。C福岡）

ザメンホフの著作のみならずすべて外國の著作の出版物を日本で復刻「ることはペルン條約 

違犯です之をなせば學會が出版法違犯で法車上の罪にとはれます。（もっとも先方の發行所と契 

約すればできますが先方ではザメンホフのなのは一切權利を分讓しません。）

b.岩波文庫式の廉價版を出すこと。福岡） "

學會發行エス文庫衣は岩波文庫をまねたのです。しカゝしどうしてもあれ以上廉くうることに 

できません。

C 锻物を澤山ふやすこと〇 （熊本）

大いに不望してゐますヵ:ヤッパリ資れ行がわるいのでボツボツしか出せません。

Ĉ.地方の本屋に學會出版物を一通りおくこと。（熊本）

これも結議なことですが第一に費用がかさむ 径國の本屋へ學會出版物各裡-・部宛置くとし 

ても一軒で原價で十圓位依托することになりますから全國一萬軒の本屋へおくと十萬圓の資木 

がないとできません）のでできませんが大都市の本屋で地方會指定のものには置いてもよいで 

すが之迄地方の本屋へあづけるといつも金を支拂ってくれないので困ります。日本エス協會の 

時代に熊本市の某書店でそういった回收不能のことがありました。學會になってもちょいちょ 

いそういったのがありました。

d.本を地方會に依托し賣ること。（宮崎）

結繹ですが會計の方を嚴重にしていたじきたいと思ひます。之迄本をお借しするといっても
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ルーズになわがちであります。くそういった實例は學會の帳簿には相當記載されてゐます。）

e. 外國書の値段の變動する理由。 （宮崎）

外國書は當會で出版所へ交涉して値をきめます。先方でRespondkupon 〇でうけとってくれ 

るものはKupono並になんとか都合しますがそうでないものは様々です。又先方との協定が 

しばしば變動することがありますので定價が變動します。早く買った場合に損をするとは限り 

ません。高くうった時も學會が得をしたのではありません。それだけ先方へ支拂ったのです。

£.出版物の定價を高くし體裁をよくすること。（別府J
キレイな豪華版をだしたいのですがそれではどうしても賣行がわるいですし學會としてはー 

册でも餘計に本を買ってもらひたいと思ひますのでツイ安くします。エス書を一二種しか出版 

しない本屋だと高い本を賣ってもうけねばなりますまいが學會の如く旣に數十種も本をだして 

ゐるとどの本も買ってもらひたいと思ふものですから安くしたくなります。

g レコードを出すこと。（行橋）

レコードは學會でうったのでは手數がかゝりしかも地方の人にとっても送料が高くつくか 

ら損です。やはりコロンビヤにうらせる方がどちらも好都合です。

3.會員關係の事について希望

a.入會者をR・〇.誌上に揭載のこと。・紹介者の名ものせること。（小倉）

今年から實行します。

b. JarlibroとAdresaroを出すこと〇 く福岡）ヽ（大牟田）、（宮崎）、C行橋）、（飯塚）、（廣島）。

Jarlibroは出したいですが費用がかゝりますので一年おき位になってゐます。本年は出しま 

す。R. 〇.を一號やめて出すのですとできますが。

Adresaroは種々の弊害があるといふ意見も多いので理事會で各地方會の意見をきくことに 

決定。F1下意見があつまりつつあります。賛否半してゐます。學會々員外の同志全體の名簿を 

出すことは理事會で否決されました。

c. 終身會員を増加せしめよ。（久留米）

a.會員章をつくること。c大牟田）一實現の徐定。

d. 講習終了證書を資ること。（大牟田）ーー近々蜜現。

4.財政上のこと

a.寄附をもらふこと。C小倉）、（熊本）

b 寄附金募集係を金をかけて紡ってもよい。（熊本）

c.宣傳後援會設立賛成。〔長崎）、C大牟田）ヽĈ熊本）ヽ（宮崎う。（醵金者に禮狀を出すこ 

と。〕^

エスペラント運動後援會がいよいよ設立されます。詳細次號發表。 C次號気結）

中大路政次郞君のこごヨも

! 中 野

エスペラントが生れて半世紀、全世界のあむゆる土地にエスペラント運動のため鬪って死ん 

だエスベランチストは幾百人もあらう。數乖間の鬪病生活中にてもエスペラントを便ひ、プロ
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パガンドし、エスペラントで譏言L、書き殘された遗書に「エスヘラント葬にして下さい」と 

書いてあったと云っても特筆すべきことでないかも知れない。が現代のような世相の中にかく 

エスペラントを樂しみ、宗敎し、哲學し.科學しヽ道徳し、藝術した彼の生活の斷章を記し. 

彼の生活をエスペラントを抽出題として•そのekstraktaĵoを分析し現代人の生活に問題とな 

るべきものがあるならばとりあげてみるのも決して無駄なことでもなからうと思ふ。然し筆者 

は人間中大路政治郞を懷しみ、尊敬しながらも思ふ所のものを充分に表現すべく熟してゐない 

のが殘念である。又彼の死後幾何もない今日嚴密に檢討すべく餘りにも生々しい憶出が多す 

ぎる。ともあれ生活・理想・情熱ヽ健康等が渾然として一致しなかった彼には.或詩は辨證法 

的と言ふ言葉で何かなしに慰められてゐたことである。エスペラントを明るい情熱の光で照し 

理智的に抱擁し生活の最も小さなことどもにも密接につながらしてゐた彼は「あらゆる文化運 

動は時代と共に生きるべきである」と云ひ「エスペラント運動も亦時代の波に乘ってこそ賀の 

力ある連動となり實を結ぶものである」とよく語ってゐた。 、

筆者はまだその頃はエスペラントを知らず彼とは面識もな力、ったがフランスの同志ペレルが

やって來た時の日記を見るとペレルが彼がサターノであることを知り二階の病室で仰臥してゐ 

る彼と階下からの筆談では物たらな ＜なりおし上って來て話したとある。彼ももと大津におけ

る中立的エス運動の中心として活耀してゐた。その後病狀の惡化とともに思想的にも轉向して 

一時サターノになった。その後時代相の變化とともに彼のエスペラント運動觀も時の波によ

り全く右廻して國家主義的にと變化Lたことは「國家主義とエスペラント」なる小論文などに 

エスペラントが立全に國警語となる一段階として國家主義の正しい發展も必要で刼るとして、 

その後に世界語としてのエスペラントの役割がありヽエスペランチスモの世界が來るだらうと 

論じてゐるが此處で詳細に紹介する自生を持たない。「現代の如き或家組織、社會機構では强

いものが正しいのである」とよく彼が口にしてゐた。弱者は自然の 

力を利用する以外にその主張を貫嵌することが困難であると云ふ考 

へからであらう〇然し彼の生活態度・社會心は確周不惑のものであ 

った。他の純情を信じ、自己の純情をも信じ純情と純情との生活が 

人間最高の幸福であるとしてゐた。事农彼は純情の人であった。

彼がエスペラントを學び始めた動機については聞き洩してゐるが 

語學的才能を多分に持ってゐた彼には語學的興味の方がより多く働 

いたのかも知れないが、ともあれエスペラントは鬪病生活時には死 

との鬪ひでもあった彼の生活に於ける生の報だったとも云へる。

彼が何時エスペラントを學び始めたかについては「大津へエス語

が入ったのは私の知ってる範圍では二葉亨の世界語獨習が明治の終り頃私の兄の机上に繙加れ 

てゐたのが最初ではなかったかと思ふ。千布氏の全程が出てふとした機會でこれを手に入れた 

私がその時兄がすでに他界してゐたし世界語獨習だけでは手のつけよ5もないので大いに氣を 

强くして學習を始めたの力:大正十年の末頃か十一年の始め頃であったと思ふ」と滋賀エスペラ 

ント運動史を編んでゐる中村卯三氏への序のj節に書いてゐる。 ゝ

シェラーが來朝した時病床の彼を見舞った手紙に彼の息子惇君がシェラーと會話したことが

書いてある。一九三〇年と云へば九谡の時である。子供の敎育に伸び伸びした方法でやってゐた 

彼のことだから無理矢理に詰めこんだとは思はれない。小學校へ入學した頃からエスペラント 

の集會に出たり日本に來た外國人と彼に敎はったエスペラントで會話したりして悸君は自然と 
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エスペランチスモを理解しエスペラントの勉學に興味を持ち、今は京都市立工菜學校の二年生 

であるが暑中休暇などには獨りでエスペラントを勉强してゐる。筆者にも時々エスペラントで 

手紙をくれる。學課の英語にどんな効果があるか知らないが兎に角全甲の成績である。生來の 

才能もあるが彼が惇君にエスペラントを敎へるためるの、又敎へたがための科學エスペラント 

的と云へる勉强法が惇君の學問的才能を伸し.たのであると筆者は確信してゐる。

「葬式は金がかかるから絕對にやめて自宅で壁にザメはんの額をかけて其下へ骨を谴いて中 

野君に撮してもらった寫眞を額に入れて立てらかして下さい。式次は一燈園洗が一番うれしく 

エスペラント葬にして下さい。佛エスの有志の方の御經はありがたく誰方もなければ,邀朗讀 

ーてんばりで結構。式の順序は山本さんと柴山さんとにあっかまLいが御頼む致したく、エス 

ペ-口とタギーヂヨと心經朗裁とでよろしくやって下さい。」これは彼の書き殘したものか 

らの拔書きである。エスペラント葬とはどんなものかと問はれたら說明に困るが兎に角同志の 

手により彼の日頃の宗敎觀などに從って迸言•通りエスペラント葬なるものが行はれたのであ 

る。これには賛否こもでもの意見もあったがとにかく現代の如く職業宗敎家の手で行はれてる 

葬式の莫大な浪費に對する一つの解決案を提示するものであらう。

彼の死は咋年十二月十三日の午前三時、ぴ年三十三歲、吿別式がザアンぶフ祭の日であった 

ことは彼の靈の慰めともなったことであら5 〇

エスペラント葬なるものについての報吿的なものを書きたいと思ったが限られた紙數をすで 

に超過した.割愛せねばならないのが殘念である。

「 2. 中 村 卯 三

中大路と私とは竹馬の友である。京阪電車の終點が札の辻であった當時.其處より狹い道を 

下った處が彼の家であった。私と（ま幼持より共に舉校に通った。群を拔く頭腦明晰の持主で髙 

等小學に進んで遇々英語敎師が休講した際敎師に代って講義をやったと云ふ逸話は私逹同窓に 

は餘りにも有名である。語學に對する才能が惠まれてゐた。诫書家で有名な兄と淨瑠璃では當 

地で右に出ずるもののない父親を持って、幼馬惠まれた環境に育れてゐたが向學心故に家を飛 

び出して東京大阪等励々として若い日の向學にいそしんだ。當時私も大阪にあって中ノ島公園 

のペンチに一夜を明したが、くしきかな、同じ日同じ時刻遠からぬ同じペンチで彼も又ルンペ 

ンの一夜を夢みたとは後で人笑ひの種であった。

想ひ出はつきないがヽ彼も兄が病死してからは立命館中學に學び卒業後直ちに京都三井銀行 

に奉救したが、夜間は立命館大學專門部に通學文字通り苦學カ行したが.此頃すでに病寃が無 

理した彼の身に透入ってゐた。彼がエスペラントを學修し初めたのは丁度此頃のことである。 

私も大正十五年の夏久し振りに彼と想ひ出を語る機會を得て、ふとエス語に對する彼の熱情に 

動かされて學修を初めたが、當時すでに彼が二三の同志を指導してゐたのを幸ひに.共に大津 

エスペラント會を創立してエス運動への第一步を踏み出した。

憶へば其の或後十數年の間先覺者として其の圓滿なる人格.溫情溢るばかりの應挟と懇切な 

指導に・事悽大津エス界の產鎭であった。嘗てエス運動華やかなりし頃同地の二百七十有餘の 

同志はひたすら彼を慕うて常に彼の門を訪れた。話一佼エス語に至れば濃いまゆ毛をビリッと 

動かし病床を蹴て昂奮するといふ熱情の士でもあった。

昨年六月彼の熱犁して止まなかった縣Fエスペランチスト犬會を催したが、情押へ難く病を
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粘して參加、同志を激丿勵.其の秋名古屋大會直後、私逹大會參加者が遇然彼の病床に相奇った 

が之が却て例の昂奮を招き病を帝くしたやうな氣がした。その後再びたたず。

彼は死の直前までエス語を語りエス運動に想ひをはせ遺書もエス語で-杯であったことと、

スペラント葬のこと等は中野君の書かれたものでよんでいただきたい。

最後に憶ひ起せば昨年の縣下エス大會を機に大津エス運動史を編纂し・未だ其の刊行の運び 

に至らぬ今■心殘りであらう。其の輝やかしい彼の足跡を公表することを誓ひ、彼への手向け

としたい。

動詞FARIの用法

K・ OSSAELA.

§ 2 (b)・ „ Fari u=formi 形成する

Kiel jam antaŭe menciite, „ Fari" estas uzata kiel sinonimo de ,, formi":
La maro faris (=formis) tie ĉi malgrandan golfeton. (FK 43/-13)

海は入江になってゐた。  .* ノ'

En la sono aŭ a kaj la ŭ devas esti aŭdataj klare &u aparte, sed ili faras unu 

silabon. (LR 12/-4)
aŭなる咅はaとむとは別々に明瞭にひびかせる・但し兩者はー一綴になる。

Tio ĉi estas sole amo kaj dankemo, kvankam tiuj & faris parton de tio ĉi. (BV 
42/24)是は結局愛と感謝である、尤も愛も感謝も是の一部を成すに過ぎぬのであるが。

§ 2(C)・ „ Tiom kaj tiom faras tiom "=formi, konsistigi,いくつといくつ 

でいくつになる:

Kvin kaj sep faras (=formas) dek du.五に七足すと十二(F 41/22)
Sesdek minutoj faras (=konsistigas) unu horon, kaj unu minuto konsistas (=estas 

farata) el sesdek sekundoj.六十分は一時間となり、ー分は六十秒より成る(F 41/-9)
Mil jaroj faras miljaron. (FK 3/-8)千年は一 miljaro を成す〇

Rimarko: Laŭ „ Fundamento a: „ jarmilon u (F 45/5)
Du botoj faras paron. (P 618)靴は二つで一足になる(人も男女二人で一と夫婦、夫婦 

は一體の意の諺)

§ 2 (d)・ „ Fari ion el io " en figura (precipe abstrakta) senco.
La konkreta senco de „ fari iun objekton el iu materialo a C物を造る)，ekz.:
Oni intencis fari oron el plumbo(aŭ ŝanĝi) plumbon en oron. 鉛から金を造 

る=鉛を!®じてC變じて)金となす。

nun transiras al la figura senco abstrakta(何を何となす):一

Faru feliĉon el la malfeliĉo=Turnu (ŝanĝu) la malfeliĉon en feliĉon.禍を轉じて福 

を作れ。

Rini. n Fariu en tiu ĉi senco, kiam uzata rilate personon, signifas: „ formi (aŭ 
konsistigi) personeconu Ĉ人物を作りあげる)。
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La leĝo faris limakan iron el tio, kio devis fariĝi flugo de aglo. (Rt 17/2)
本來ならば荒鷲わ快翔ともなるべきC颯爽たる)ものを法律など云ふものは之を變化cへん 

げ)さして蝸牛の步み(のぐ6にして了ふのだ。

Mi el nenio faras ĉagrenon. (F II 189/24)

私は何事にもくよくよせぬ。

Fari el muŝo elefanton. (P1063)針小棒大(蠅を象ほどに云ふ)〇

Al mi donu la plezuregon, ke mi faru el li kaĉon 1(Rt 70/21)私に彼を牆にさせて 

(:=粥にさせて、めちゃくちゃにたたき殺させて)下さい(する快味を味はせてくれ)。

Enpuŝu la spadon al mi de malantaŭe en la ventron, por ke ne venu tiuj buboj kaj 
ne 'faru el mi objekton de sia mokado. (Rt 133/-2)

あの荒くれ共がやって來ておれを物笑ひの種にせぬ樣・後ろからその劍をおれの腹に突き 

さしてくれ。

Kaj ofte la edzoj, per sia bruego, faras el si tion, kio ili estas. (GD 22/16)夫など 

と云ふものはいたづらにわめき立て結局自業自得の身c現在ある如きもの)になりドるので 

すわ。

Mi estas pli feliĉa ol vi. La homo, kiun mi amis, ne faris el mi objekton. 私は貴 

女よりも幸福です。私が愛してゐたお方c亡夫私を物品化しなどなさらなかったのです 

わ。(M 181/3)
Viro, eĉ plej bona, kutimigas spiriton sian al la krueleco, kaj fine li eĉ leĝon al si 

faras el tio, kion mem li abomenas. (IT 40/17)
男と云ふものはどんな善良な男でも吾が心を殘忍さに慣らしてしまひ.自らは嫌惡してゐ 

る樣な事をば自らの從にして了ふもの。

Nur la dubo malbonon povas fari el la bono. (IT S9/-4)善から惡を作り出すのは疑 

心より外にない。・ ヽ "? ・匚、

Sed la forto de la beleco pli faros el la virto malĉaston, ol la forto de la virto 
egaligos al si la belecon. (H 77/⑵ 節操の力が美をおのれの位まで引き上げるのより、美の 

力が節操を不德に化する方がたやすいのだ。

Sendube via gloramo faras por vi el Danujo malliberejon; ĝi estas tro malvasta por 
via spirito. (II 58/-6)あなた標の高名心を以てしてはあなた樣に取ってデンマルクは獄舍も

同然c手足をのばせぬ);デンマルクなどはとてま狹くてあなた樣の氣魄を容るるに足りま 

すまい。

Tiuj homoj faras al si kvazaŭ profesion kaj okupon el admirado de virinoj, admirado 
platona, kie oni alie ne povis, adminirado ne platona ĉie kie oni povas. (M 186/-2)

此の人達は婦人を藝美すること.但し止むを得ざる場合は精神的な嘆美、出來さへすれば 

いつも庚慾•・に嘆美することをまるで職務かなりはひと心得てゐる〇

El la leĝo ĝi faras senenhavan vortparadon. (H 104) C神の)御提をばたわいもない言 

葉の羅列と化して了ふ。

Okazo faras ŝteliston (P 309)機會は盜人を作Cりあげ)る〇

Ni scias tre bone, ke la homaranismo ne faros el la homoj anĝelon (OV 336/-10; 

ankaŭ vidu : 370/-9)何£人類人主義だとて人間を天使に化するものではない出は心得てゐる。
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Ĉiuj & tiuj belaj brilaj virtoj faras el li ian varmegan amikon por amiko. (Rt 8/17) 
此等の美德により此の男はいづれ人の友として熱烈な友たる人となることであらう。

La intuicio, tiu alta kaj malofta naturdono, kiu el homo faras duondion, leviĝis el la 
profundo de la spirito de la juna virino. (M147/-7)人間を半神ともなすあの高く稀な天 

與である直觀が此の婦人の心の奧底から浮び上って來たのである。

Kapuĉo monaĥon ne faras. (P 368)僧帽を被ったとて僧にはならぬ〇

La sorto kredeble volas fari el mi grandan homon, ĉar ĝi metas al mi sur la vojo 
tiom da malhelpoj. (Rt 20/8)運命は恐くはおれを大偉人に仕立てるっもと見える•吾輩の行 

路にこう苦難を與へる處を見ると。 ・

Vi estas majstra parolisto, Spiegelberg, se oni bezonas el honesta homo fari kanajlon. 

(Rt 25/-9)正直者を惡漢に仕立て上げると云ふことなら貴:像中々の辯口逹者だ。

Fantomon faros mi el ĉiu, kiu kuraĝos min reteni! For! (H 31/10)おれを止めだ 

てする者は何人でもお陀佛にしてくれるわ。どいてくれえ。

Tio estis sufiĉa por la fiera kaj riĉa sinjorino, ke ŝi bonvolu eduki la orfinon en sia 
domo kaj fari el ŝi poste obeulinon aŭ fraŭlinon por kompanio. (M 169/2)

ただこれだけの事でも此の氣位の高い富有な夫人にとっては孤兒を引き取って敎育しそし 

てあとになって此の娘を自分の吾儘を通す傀儡.お相手に仕立て上けやうと云ふ思召を起 

してやるだけの事ではあったのである。
■

Batalo de 1'Vivo を讀んて

Kawasaki-N.

氣のついたことを述べる.乙 の譯したドイツ語譯わ誰のだかしらないが，Seybt譯Der
Kampf des Lebens (Reclam 960)とChapman and Hall版のイギリス語原本とを對照する・ 

(12 jan.1936)

1.Vestoj

p. 5 Multaj insektoj, kiuj havis sian delikatan koloron de senkulpaj folioj kaj vestoj, 
en tiu tago nove koloriĝis de mortantaj homoj kaj ・・・

Vestojとわなにか? C着物うでわなんだが意味がよく通じない.GでわKleidern, Aでわ 

herbs. Sanders-Wŭlfingの嶄書にわder Erde junges Kleidとゆう例があがっている,herbs 
の意味であろう・Z.わGを直譯してvestojとしたので,意味わび也の衣)すなわちC草)であ 

る.(12 jan.1936) *

2. Spur

p. 5 Multaj insektoj, • • •，lasis per sia rapidega forkuro nenaturan postesignon.
p. 5 ... en la enbataĵoj de piedoj de homoj kaj hufoj de ĉevaloj …
p. 6 postesignoj de tiu batalo
p. 6 postesigno de la batalo
p. 7 postesignojn de la malnova batalo



15 ¢95)

以上のpostesigno。)とenbataĵojわGでわSpur.最;近わspuroを人と動物の足跡に使い 

だしてきた・ Figura sencoわまだ盛んにわ使われてわいないようだ• bataloの場合わpostesigno 
のほうがはっきりする.車のわだちにもSpurわ便われるが,Esp・でわこれにわ用いる人がな 

いようだ.Aにわspoorなる語があるが,Dickensわ使っていない.Spuroなる語根がいつ誰 

によって始めて使われたのか,私にわ調べる材料がないが，辭典にあらわれたあとをたどって 

みよう.Wiister,乙・Radikaroにあがっていないところをみると，乙 わ使ったことがないので 

あろう.Boirac, Plena Vortaro にわ spuro を kokosprono の,慾味でこれカ:Scienca Revuo 
にでたことを示している.Verax, Enciklopedia Vortareto, 1910 に signoj, lasitaj poste de 
homo aŭ de animalo tie, kie ĝi pasis とあるのが始めであろうか? Millidge, E A, Grosjean- 
Maupin, EF, FEおよびGrabowski, E Poi, 1916には採用しない.新語好きのLong, AE, 
1921にある.ついででたGの辭書連にわ全部載っている，すなわちBennemann, EG, 
1923; Christaller, GE,1923; Loy, GE,1923; Minor, EG,1924; Bennemann, GE,1926; 
Degen u. Kdtz, GE,1926 にである.193!に大改訂新版のでた Edinburgh, Pccket EAAE わ 

堅實な立場でのprogresemaなものだヵ;,それについにはいりこんだ.Tellini, E Itala, 1931 
と Sutkovoj, ER にあるが,同じ193!の Granda Vortaro RE の CJieji;にわ spuro の譯語 

力:ない・新し味をみせびらかす Kalocsay k. Waringhien, Parnasa Gvidlibro, 1932 にわ poezia 
fakvortoと遠慮してカゝかげられてあるが，老大先輩の近著NylGn, E Svedaにわちゃんとおさ 

まっている.すなわち192〇の均後新にでた各國の辭書にわほとんどspuro力;ある。だからこ 

そかの博學のButlerわそのPlena Vortaro, dua eid., 1934に對する詳細なrecenzo, British 
Esperantisto, jun., jui., 1935においてspuroのないことに驚いている• ロ本でわBennemann, 
EGの體・裁を賞賛1た岡本,EĴ,1926にあって，岡本，JE, 1935の足跡，痕如こわportsigno, 
piedsignoだけ・Long, AEの語根を多く採用された千布,JE,1924にわ普通あまり用いられ 

ないとのしるしつきで載っている・石黑，EJ,1933にあり・有島武郞原作,東宮譯，Senbedaŭre 
Amo Rabas, p. 7? に En la momento, kiam la postulo de sin-kompletigo erare direktiĝas 
al kompletigo de parto de si mem, la vojo al sin-kompletigo senspure detruiĝas,東宮わ 

Gがお得意であったのでspurlosを思い浮べられたのであらう• Christaller, GEにわspurlos 
senspure とあり,Bennemann GE にわ spurlos nelasante postsignon ŝi malaperis となっ 

ている.(16 jan.1936)
■

■

Plena Gramatiko 紹 介

岡木好.次

Kalocsay, Waringhien兩氏共著のPlena Gramatikoを數回に亘りその要約をここで紹介 

する。同書各項についての批判は脚註の貌ですることにして同書の本文の要約を主體とする。

I. Fonetiko

1.音と文宇(Sonoj kaj literoj):— エス語の母音はa e i 〇 uの5,子音はb c ĉ d f g 
ĝhĥjĵklmnprsŝtvzの22。この外に半母音ŭ力;ある。(これはuを短く發音 

したもの)。・母音は音節を形成する。3は例外;)。
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〔理論的には四種の半母音がある。卽ちi或はじが母音の後にきて、その母音と一音節を 

なす時〇 Chomojのj, baldaŭのŭの音)次はi或はuが母音の前へ來てその母音と一音節 

をなす時(これは普通のエス語にない)。ド

2. アクセント(Akcento):— 最後から二番目の音節にある。故に一音節の語はakcento 
がないが特に总味をつよめる場合アクントを置く。(例 Mi parolas ne al vi, sed al ŝi.)

3. 音節(Silaboj):— 音節を分けると次の二種になる。

も長音節(longaj silaboj) ｛瓷嚨翳解覲母音に從ふ音節

2.短音節(mallongaj silaboj)—短い母音のみをふくむ音節又は短母音に一個の子音が 

從ふ音節

4. 毋音の長さ(Longeco de vokaloj):  アクセントの有無によって母音の長短がきまる。 

といってもアクセントと母音の長さとを混同してはならぬ。長母音と短母音の差違は大きくな 

い、併しよく感じら扌しる。エス語の發音の基本的原則はアクセントのある音節は一般にアクセ 

ントのない音節よりも長く發音するのである。だから母音の後に子音群のない音節に於ては母 

音を長く發音する。又一方甭要でない語に於てはアクセントがあっても別に長く發音する必要 

を感じない。

もう一つのエスペラントの發音の規則｛ま二つのアクセントが隣り合って存在Iないことでお 

る。だから合成語に於てはflakelementoのアクセントは消滅する。もっともそのアクセント 

のあった部分の母音が長く發音されてその痕をとどめることはありうる。C長母音を示すため 

母音の次へ:をおく。:がなければ短田音とする。)

よって次の樣な規が云へよう〇

1-アクセントのある音節は一股に長い。

a) もし母音の次に一個以上の子音が附隨するときはそれだけで音節は長くなるから 

母音自身は短いままである。(例:granda, sendi, tondro, trunko;laŭdo, poŭpo)

b) もし母音の直後に母音がくるかー・個の子音が來る時は母音を長く發音する。

(例 almi, pe：ti, flino, koiro, kuiri)
注意I.もし毋音の次にくる二個の子音がある時その第二番目の子音が流音(likvido) r又 

1である時はその母音の發音は一・樣でない。その時は母音を長くする事も£れば短くする事 

もある〇 (patro と pa Itro, kadro と kai dro, febro と felbro, ebla と elbia)
注意n. afrikato dzの前の母音は短く發音する(edzo, adzo)〇何となればそれは二つの

子音と感ずるからである。同樣にもcの前の母音を短く發音するのをよくきく (reĝo, kaĝo:
beleco, peco)〇尤もEは一個のf晋として感じろれる(kaleo, melĉo)oしかしafrikatoは 

一個の音故すべてのafrikatoの就の母音は長く發音すべきである。・*

注意HI.語铠〇の省略(土母音の長さに影響しない。(aim,, bell*, dezi” ko:で,mur-
mu：r')。

つ エス語に於て母音の前へ來たj, ŭと後へきたj, iiとは質がちがってゐて前者は純然た 
る子音であり後者は母普のごく短いものであるが本質的には母音と子昔との區別といふもの 
も不十分であるからエス語ではむしろ母普とは音節を形成するもの子普とは音節を形成せぬ 

ものと定義しj,"は子音としその母咅の前後による差違はvariecoと考へればよい〇
dzをafrikato c乙濁音と考へることはよくないと思ふ。C之について子音Q項でのペ 

る)〇又エス語ではc, Ĉ, ĝはすべて一個の子音と考へるべき故reĝo, kaĝo; peco等は 
reiĝo, kaiĝo, peleoと發音する方がよいと思ふ。



17 (97)

2.代名詞. 〔詞.前置詞.相關詞は最後から二番目の母音も長くない。尤もアクセント

はある〇 C例:ili, oni, mia, via, ilia, unu, dua, tria, sesa, preter, apud, super, kiu, 
tio, ia, ĉies, kiam, tiom, ie, ĉial, nenia!, nenio.)

注意IV.この類推からkria, fiaの如く二音節語でアクセントのあるiを短く發音する 

傾向がある。又興味のあるのはdeka, sesaは短く kva ira, miliaは長く發音されてゐるこ

とである。

3・ 一音商語(jam, tuj, ĵus, nun, tre, de, sen, per, mem, tri, kvar, pli, plej)(ま短し'母 

音をもつ。又特に意味を强めない限りアクセントがない。意味をつよめるため單音節 

語にアクセントをおく時はho：, vei, do:と長くなる。

注意V. 一音節語も語尾をとるとアクセントをとる。その長さについては定則がない。

(例:jamaとja ima, troaとtroiano長い方がよいと思ふ〇

注意VI.韻文では脚韻をふんだ語の母音は長い。

4.二つのアクセントが隣接して在在しない。晤の合成の際二つのアクセントが並ぶ時は 

前のものが消滅し又はその前の音節へ移轉することもある。そのアクセントの消滅し 

た母音の長さについては次の規則による。

a) 第二のelementoがsufikso又はsufiksoidoならば前の語根の母音は短くなる。 

C例:ama：ta, dome：to, batilta, banuljo^)
b) 第二のelementoが眞の語根であればアクセントの消滅した母音の長さは合成の 

習慣に從ふ。常に慣れた合成に於ては母晋は短い。その前に母晋があればそれが 

副アクセントC斜禮で示す)をうける。(alikoke, ĉ/eli：ro, mHitiiro, Vĉzporŝiipo, 

verdi ire, verŝajne)oあまり慣れておらぬ合成に於てはその合成語の意味をハッ 

キリ示すためにその母音を長くする。もっともアクセントはない。(koirbalto, 
feirĉeino, oirĉe：no, viirvesto, pu：tranĉo, a：mvi：vo)

c) 第一のelementoのアクセントのある母香の直後に第二のelementoのアクセン

トのある母音が來ない時はそれは名詞的の機能を發揮してもとの艮さを保つ 

(m:liltprepa：ro, vopo：rbane：jo, ŝ/：p-asoci：o)o 併しその elemento が名詞的の 

機能を示さぬ時は毋音は短い。(bpneduke：co, leilani lma, bdaspekta)〇・

5.母音の廣狹(Vasteco de vokaloj):— a i u三毋音に盛狹の區別のある言・語が少いから 

エス語に於ても區另ける必要がない。故にエス語に於てはa iu三毋音には長短のみを論じ廣 

狹吃問題でない。. \、〕.

併しeと〇に於ては贋!夾を區別できる。狹い〇と廣い〇のちがひは廣い〇とaとのち 

がひほど大きい。次に狹いeを6で廣いeを。て狹い〇を6で廣い〇を6で示す。

この四種の毋音についてはエス語に於ては之迄陵々論議された。ザメンホフはこれらの音を 

廣狹にわけずにその中間の廣さで發音せよとすすめた。併しこのkonsiloは實際上應用できな 

い。といふのはこういった中問の质さの毋音が大抵の國語にないからである。

Ĉefeĉは之について次の三つの規則をたてた。

1. 毋音は獨立に發音する時は狹く長くなる。

2. 開音節(母音で終る晋節ゝの毋音は狹く發音される。

こういった區別は必要がないと思ふ。
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3.閉音節（子音で終る音節）の毋音は战く發音される。

WŭsterはエスペラントにC & C長J、ゝ（（短）心（長）を區別しĥ（長〕、6 〇辽ĥ
"C長）、60S）の音はないと云ふ。而してアクセントのある開音節は長く（©：，&：）閉音節は短 

い（&6）といふ。ところでこの音節の质閉といふことであるがこれはsilabado C音節の切り方） 

の問題であるが母音の後の一子音は次の音節へゆくからそれは開音節であるし（匸#ti, k6-ro）
莎音の後に澤山の子音がある時は少くとも一つの子音がのこるから閉音節となる（dĉks-tra> 

mons-tro）0
上のWiisterの意見は一般の發音の翟慣に近い。併し我々はエス語にはWdsterの示した 

もĉ：, 〇, 6:の四つの外にe!と〇1があると考へる。C卽ち6種）

而して我々はこれらの音の區別については次の規則が最も適當と思ふ。

1. アクセントのない音節では@ （短）、〇 （短）C例senpretenda, bonanima, l<e, de, 

por, for）
注意I.これらの毋音は短いから目立たぬ故e 05）> & （短）と發音してもかまはめ。 

注意II. Hoとveは長いから狹い。（h6：, ve：）
2. アクセントのある音節で一個以下の子音（麗音節）が次に來る堤合は常に狹」長毋音を 

用ひよ。（p：e：ti, deivas, b6：na, s6：la）
3. アクセントのある音節で一個以上の子音（閉音節）が次に來る場合は常に廣い短母音を 

用ひよ〇 （sendi, vĉsto, monstro, pordo）
4. 合成語におけるflankelementoの元アクセントのあった音節は廣い長毋音を用ひよ 

（libĉ irtempo, fe：rĉe：no, 〇: rĉelno, ko： rba Ito）
これらの規則に反した發晋があるが之等は民族差や個人差によるものであって上の規^がー 

般性のあるものと考へるパ

之を•要するに「アクセントのない音節についてはさほど意を用ひずともよく ・アクセントの 

ある毋普に終る音節ではその毋音を長く狹く發普し、子音又は半毋音で終るアクセントのある

音館の毋音は短く廣く發音すること。語尾の發音を明瞭にすること」零である。

6.子® （Konsonantoj）:— 子音を分類表解すると枠

唇音
(labialoj)

舌音
(dente loj)

齒龈音硬口蓋百軟【1蓋背
(gingivaloj) (palataloj) (velaroj)

喉頭音
(laringalo)

破發音(plozivoj) P, b t> d 9 > k, g 9

磨擦普(frikativoj) f, v S, z Ŝj Ĵ —, j h, — h, —
破裂摩擦音（afrikatoj） > c, dz Ĉ, g - Ĵ

鼻音(nazaloj) 一,m ―n —> — —，nj —,n
流音(likvidoj) 9 >

上の表の一對づつの二晋中右力:有聲昔左が無聲音である。一はそれに對する音が工 

語に存在せぬことを示す。

*） 〇, e兩母音の廣狹は日本語に於ては區別しない。もっとも實際には種々Q variecoがあ 

って新潟や來北のiの如きや江戶つ子の工の如き大分ちがったものもあるが一般にけザメン 
ホフの云ふ中間的の廣さの音であるようだ。だからこれらの規則は口本人には無關係である。
**） dzをcの濁咅の如く發音することは理論的にはよくないと思ふ。cの音もtとsと 
の音が渾然とー*  **）になった音であってc=t+sではない〇 だからcitsignoをcicignoと發 
吾しては誤りである。それと同樣にdzもcの濁音に發音するのは理論的にはよくない。併
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し實滦!: edzoをed-zoと發音せずにddzo （但しここのdzはcの濁音とす）と發昔し 

てもやむをえないが。同樣に磧口蓋音のnj （發音記號:卩）も軟口蓋音n（發吾記號:り）も 

實際上許容される音で理論的には 可はn+jでニ音であるべきでありnは舌音のnでな 

ければならない。ĥの咅は刊論的には發昔記號のxであるがi e等の音の前へきた時はc 
くこれはjの無聲音）乙音で發音されるのが咎通である。

Jane Eyre の戀

エスペラント譯泰西文學鑑賞•1

萬澤まき子

エスペラントに移し植えられた泰西文學は數多い。それら數多い作品の中から世間であ主り 

しられてゐないしかも內容もよく !I. ampleksaな作品をよりぬいてその梗槪を紹介してもらひ

たいといも編輯部の御依賴をうけた。

まつ先に頭に浮んだのは四フヾ倍判五百頁といふた大な"Jane Eyre"（ジェン・エア）である。

u Jane Eyre nは美しくはないが聰明にして誠實なk Jane Eyreの一生をえがいたものであ 

る。高潔な心と正しい信念とそれを貫き通す勇氣を持った女性の物語でちる。出來る限り短め 

られたこのskizoの中に充分盛ることは出來なかったが、特殊な性格やはつきリした個性”婵

やかな描寫、着實な策致巧みな會話等、大衆文學の中の俛れたものであらうと思ふ。

原作者Charlotte Bronteは1816年に生れ1855年に死んだが、その短い生涯に英國に優 

れた女流作家として輝かしい文名をはせた。"Jane EyreJ,は彼女の處女作で31歳の時の作 

品である。後、各國語に翻禪され、又劇化されて上演された。/ '

課者 Bulthuisはエス簸譯界一方の雄で大作のエス譯を幾つも發表してゐる。猶Idoj de 
Orfeo, Vila Mano零の原作もある。彼は1927年にこのJane Eyreの第一章第二章に對して 

英國エス協會乙散文文學飜譯賞を授けられてゐる。彼は卷頭に於てこの優れた女性の物語を三 

十年間彼のエスペラントの仕事を助けてくれた彼の妻に抹げてゐる。

私の幼い日 それは喑い苦々しい思ひ出の逋 ［である。私がもすこし綺匿で可愛いかった

ら……と私は幼い頃險々思った。瘦っぽちの酸い子供だったので兩親のない私を誰も愛してく 

れな力、った。孤兒になった私を引取って實『以上に愛してくれた伯父がなくなってからは展い 

Gatesheadの邸の中にしみじみと孤獨を味ひっつヽ迫害にいぢけて細々と成長した。然しその 

小さな存在すらi伯母にとっては煩はしい去のであり、實子同樣に面倒を見よといふ亡父の遗 

言は限りない心の負擔であった。

遂に私は10歲の時、冷たい併し住みなれた邸かり遠く離れた孤兒の學校に追はれた。其處 

にも冷たい不潔な孤兒達の生活があったが.私はそれを宏壯なGatesheadの邸の生活より百 

倍も樂しく思った。私は英處で:初めて愛されることを知り愛する事を知った。私は熱心に勉强 

した。その人達の愛と信賴を裏切らない爲に。

8年の月日力:流れて、私は旣にその學校の敎饰であった。併L私の愛する人達を次々と學校 

から失ってから、私は私の知らない別な世界を求め始めた。餘りにも靜かな・人生から切り離 

された世界。其處には私の欲する何者もない。私はもっと激い、波浪の中で人生と圃ひたいと 

思った。
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新聞廣吿で得た家庭敎師の口がうまく運んで、1〇月のある日、私は8年間の淋しい學問の 

巢を出て見知らぬ社會への第一步を踏み出した。それは私が18歳の時。

美しい山水に圍まれたThornfieldと呼ばれる宏壯な邸宅には老家政婦のS-ino Fairfaxと 

小さな少女Adeleとが保姆や召使達と韻かに生活してゐた。私はAd61eの家庭敎師とLて呼 

ばれたのである。S-ino Fairfaxは善艮なやさしい老人であった。Adeleは平凡ではあるが素 

直な子供ですぐに私を愛し始めたし、召使逹も皆氣立がよかった。私がこの靜かな家を自分の 

家庭の如く愛し始めたことは勿論である。主人のS・ro Rochesterに就いては私は多くを知ら 

な力ゝった。見たこともなかった。何故なら彼は年中旅行を續けてこの瑯に居なかったから。少 

女Adĉleの經歴に就いて誰も知らなかった。人々が知ってゐるのはSro Rochesterがフラ 

ンスから連れて來て世話をしてゐるといふ事だけであった。彼女は英語が話せず、私が行くま 

ではフランス人の保姆とたった二人きりで每日を送ってゐたのである。この氣持ちのいい人達 

の中にたった一人私の心を曇らせる者が屈た。Grace Pooleといふお針女がそれである。私は 

彼女が四階の自分の部屋で晁魔の樣な笑聲をたるのを聞いたことがことがある。それは私の心 

の底まで凍らせる樣であった。

一月のある夕暮。私は散步がてらHayまで手紙を投函しに邸を出た。美しい夕暮であった 

路傍の石に腰を下してうっとりと眺め入ってゐる私の前を突然夕方の通麗の樣た飯けぬけな黑 

い影があった。それは私から少し離れた處で激しい音をたてて倒れた。馬が道の氷に滑ったの 

だ投げだされた騎手は足の痛みに顏を耀めながら立上った。鷲わ樣な精悍な顔をした肩幅の廣 

い屮脊の男であった。歳は35歳面かと思はれた。私は無愛想な男がニベもなく私の申出を拒 

むのを押返して、彼が再び馬に乘るのを手傅ってやった。そして別れた。

手紙を投函して歸ると邸は常に似ず明るかった。何時も暗く閉ぢられてゐる部屋々々に明々 

と灯がともってゐた。主人のS-ro Rochester力:突然歸宅したといふ。そして私はその人が先 

刻道であった馬上の男だといふことを知った。私の阪:;にも灯がともった。私は微力、な期待Iこ胸 

を爲らせたのである。

然し彼は怪我の爲に早く床についてその夜は遂に姿を見せなかった。次の日も一日中忙しそ 

うで為ったがやっと夜のお茶の時間に彼は私を客間によんだ。無愛想な沈默の後私は彼の射る 

樣な視線を浴びて銳い質問の數々に答へねばならなかつか。廣い額ゝ鷲の鼻、輝いた眼、迫っ 

た太い眉その險しい怒った樣な面差の中には勿論美はなかったが何かしら人に迫る强さがあっ 

た。

それから西くの間は彼と話す機會はなかった。彼は每口忙しうであった。

或る夜.私は再び彼の前によばれて彼の銳い會話の相手をした。私も私の氣性をさらけ出し 

て怯めず臆世ず云ひたいだけを云った。それはこの傲岸な主人を少なからず樂しませた樣であ 

った。その間に私は誰も知らない彼の過去が.殊にAdeleの母に關する思ひ出力:樂Lいもの 

でないことを察することが出来た。そして後日私はその詳細を知る機會を持った。山耳捧》並 

木路へ私を散步にさそって彼は誰にももらしたことのない過去の一貢を私に語った。如何に彼 

がフランスのダンサーCĉlineを熱愛しそして裏切られたかといふことを。彼の手に殘された 

Adeleを彼は自分の子供だと信じても居ず、罪惡の・幹に咲いたこの花を愛しても居ない。併 

匸彼の善良な心は母に棄てられた娘を悲慘の中に放置することが出來な力ゝったのだ。

その夜私は床の中で彼の物蓋を繰返し老へてみた。物語は何等特殊なものではなかったが、 

私はその中に彼の良さを發見〔た。運命の打擊が彼に與へた表面的な粗野や無愛想の底に生來 
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・の良さがひそんでゐる。しかも彼の不屈な氣性と私の强い性格の中には多分に相通ずるものが 

あった。私は私の心が急激:に彼に傾いて行くのを感じた。假睡んだかと思ふと急に私は恐怖に 

打たれて眼をさました。私の枕元に何時かの惡魔の樣な笑聲と足音を聞いたのである。急いで 

廊ドへ出てみた。廊下はS-ro Rochesterの寢室から出て來る煙で一杯だった。私は彼の部屋 

へとびこんだ。寢奎の垂幕が焰をあげてゐる中で彼は眠ってゐる。私はその部屋と私の部屋の 

水鉢の水を全部彼の上に浴せかけた火は間もなく消えS-ro Rochesterは驚いて眼をさました。 

私の說明を聞いてから彼は三階へ調べに行き蒼ざめて歸っこ來た。陰謀の主はGrace Pooleに 

違ひないと私は主張した。彼もそれを肯定したが何故か彼はこの出來事を誰にも口外しないこ 

とを私に約束させた。命の恩人だと感謝し、私の手を自分の手から離さないS-ro Rochester 
から逃れて私は自分の室へ蹄ったが.私の心は摇れに搖れて一目も眠らずに夜明を待った。

翌朝、水びたりになった彼の寢室を掃除してゐる人々の小にカーテンを縫ってゐるGrace 
Pooleの冷靜な顏をみた。私の銳い探索の言葉に眉も動かさぬ女。私は彼女とS-ro Rochester 
の關係に换惑を持ち始めた。彼は自分の命を狙った女を責めもせず法にも問はないのだ。私は 

それに彼を問ひ正したいと思ってそゐ日中彼を待ったが、夕方にな'って彼がその朝早く旅に出 

たことを知った。をして彼が多分訪れたであらうと思はれるオ色優れた男爵令孃Ingramの存 

¥Eを始めて知った。咋日から急速に彼へ傾きかけてゐた私の心は、それだけの强さで元の位置 

に跳ね返った。身分髙いすばらしい女性と貧い、醜い家庭敎師。その比較は寧ろ涓稽にすら思 

はれる。私はその夜乐の巾で彼への關心の全部を捨てることを固く心に誓った。

二週間目に私逹はS-ro Rochesterが三日後に歸宅するといふ報せを受取りヽ三日目にはそ 

の地方の社交界の人々とヽその召使逹の大人數な-，團を伴って彼は歸宅した。勿論その中には 

F-ino Ingramも居たし、彼女とS・ro Rochesterとがこの社交團の花形であった。私に關係 

のない賑やかな日が續いた。S-ro Rochesterの希絮で私は毎夕眼もまばゆい大盛間の片隅で 

紳士淑女達の遊戯を默って見守らねばならなかった。何故それをS-ro Rochesterが希望した 

か私にはわからなかった。噂の通り、又私が想像した通り、F-ino Ingramは狩獵の女神Diano 
の樣な女性であった。堂々たる體軀、誇りに滿ちた顏。併しその思ひ上った態度は敎養の深さ 

にも似ず精神的なものの貧しさを私に感じさせた。誰の目にも iこの結婚を豫想させる樣な彼

女とS-ro Rochesterの振舞ひそれは私の心を悲しませた。私の酬ひられない愛の爲ではなく、 

私の愛する彼の爲に彼女が優れた女性であれば私は心から彼の爲に喜んだに違ひない。併し彼 

女は私の嫉妬にも値しない女である。二人の間には愛情のかけらすらなく單に政略の爲の結婚 

であるらしいことが私を限りなく悲しませたのである。

賑やかな「I々の中の或る日、EC度からMasonといふ男が訪れた。彼の來訪がS-ro Roches
ter に快くないらしいことを見て私はこの男の出現に興味を持った。その夜私は再び恐しい叫 

聲と物音に眠りを破られた。斷末魔の聲。それが私の上の部屋から聞えて來る。突然の物咅に 

邸內は沸き返る樣な騒ぎになった。S-ro Rochesterは立騷ぐ客逹を極力靜めて寢室に迫込み、 

邸內が元の靜けさに返ってから秘かに私の扉を叩いた。彼に伴はれてはいった四階の一室に血 

みどろになって橫たはってゐる Masonをみて私は失心しそうになった。S-ro Rochesterは
私に彼の看護を委ねて自ら醫師をよびに秘かに邸をぬけ出た。刻々に衰へて行く怪我人の溢れ 

出る血を拭き取りながら灯もない室に恐怖と解き難い謎とに苦しめられつつ彼の足音を待ち佗 

びた。醫師が來ヽ手當がすんで、怪我人が人知れず運び出された時恐怖の一夜が明けて淸々しい 

朝が來た。果樹園で朝の空氣を吸ひながら彼は私の助力に感謝を述べた。私は恐るべきGrace
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Pooleに對する彼の處置を排滩したが彼はそれに氣もとめなかった。併L私は彼がもらした言

葉の中に彼の過去の過失が今尙彼を苦しめてゐることを知った。

一過問に亙って私を苦しめた夢ノつ豫感が適中して私は9no Reed危篤の報せを受取った。 

彼女力:私の名を呼び續けてゐるといふ。永い間憎しみ續けて來た伯母ではあるがそのポ後の聲 

を聞くべく、主人に一遞問の暇をもらって五月一口の午後、思ひ出多いGatesheadに到着し 

た。私の期待や希率に反して伯母は遂に私と仲直りもせず冷たい心のまま眼をつぶった。私が

彼女の口から聞き得たことは私の亡き父の弟が印度で成功してその財産の相扌 者として私の所

在を探し求めてゐるといふことだけであった。 •

S-ro Rochesterの邸を出てからーヶ月目、私は躍る胸を抱いてThornfieldに歸り着いた。 

世界中で一番なつかしい處。それはやはりThornfieldであった。併しそこに私は何時まで 

留まるであらうか? S-ro Rochesterの結婚の前にAdeleは學校にあづけられ・私は愛す 

る總ての人々と別れて知らない家庭に生活のたづきを求めなければならない。S-ino Fairfax 
のやさしい歡迎。小さなAdeleの狂氣の樣な喜び、そしてS-ro Rochesterの溫い苕集。私

はこの幸福に別れる日の出來るだけ晚いことを心に祈った。

暉に反して結婚の用意も行はれず靜かな日々が過ぎた。婚約が破れたにしては餘りに晴々と 

樂しげなS-ro Rochesterの姿をながめつつ秘かな希旱と歎きの交錯した複雜な感情と共に彼

に對する愛が一府深まるのを感じた。 •ヽ:^^

六月も半ばのあるタ。庭の果樹園の散步の途中私はS-ro Rochesterに出逢った。英しい月 

の出であった。木蔭のベンチで彼は自分の結婚に就いて語り、私の爲に新たな職をアイルラン 

ドに求めてあるといふ。私の恐れてゐた日が思ひがけなく早く來た。海をへだてた遠いアイル 

ランド其處へ行けば愛するこの人と何時また相見る日があるだらう?私は溢れ出る淚と感情を 

制することが出來なくなって激しく吃逆り上げ始めた。彼は私を見つめてそんなに此處から離 

れるのが辛いかと尋ねた。永い問壓へ巫へて來た私の熱情は一時に爆發した。生れて初めて知 

った溫い家庭と誰よりも艮く自分を理解してくれた彼から遠く去ることがどんなに辛いか、私 

はそれを吿白した。彼は素早い接吻を私の唇に與へて.何處にも行かず一生涯自分の傍に居で 

欲しいと私に私語いた〇 F-ino Ingramなど彼にとって何者でもない。貧しい小さなそれでゐ 

て不思議な魅力を持つJaneを彼は最初の瞬間からどんなに愛してゐるかといふことを。私は 

それを信ずることが出來なカゝった。併し月明りは彼の顏に描がれてゐる眞摯な願ひと、熱情と 

を照し出してゐる。遂に私は感謝と共に彼の中出と彼の心とを受入れた。もう夜半に近かった 

另明りが消えて激 い、嵐が來た。私逹は家へかけこんで夫々の寢室に引とった。絕望の淵から 

突然投り上げられた幸福の靈の中て私は靜かな眠りに入った。永い間の孤獨と不幸から解放さ 

れた樂い、將來を思ひながら。併し幸福はまだ私のものではなかった。 C次號完結）
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新 刊 紹 介
B I B L_ I 〇 G 只 A F I C

Senditajn po 2 nirecenzas
Unuope ricevitaj estas nur menciataj

@目ド現品を取寄中のもの 

s將來取寄せる見込のもの 

▲目下學會に在庫あるもの 

★取次がぬもの及び井賣品

文 學

W © MAKSIMOJ, La Rochefoucauld, trad. G. Waringhien, eid. Librairee Felix Alcan, Paris, 

1935; 14x22 cm. p. lli, prezo 15 fr. f.
フランス新進の反譯家ヴァレンギエンの譯になるフランス文學の古典・ラロシュフーコーの 

《語錄》。フランス.ラテン、ギリシアの古典に正確なエスペラント譯おつけて出す新しい叢書 

の第1册(これにっずいて、ボシューの《演說》(Bastien譯人 ソフォクレス《エディボ王》 

(Warienghien譯)などが出る)。

ラロシ・ユフーコー大公フランスワ4世わ17世紀中ごろのフランスの贵族。長短500餘の 

maksimoのうちにゝ利益わ人間の唯一の目的であり、エゴイスモわ人間の唯一の行動の原因だ 

とする哲學托盛りこんだもの。フランス文人のタレントおあくまで發揮して、人間の利己主義 

に短し、が銳い諷刺の槍お突きさしているなかにわ、300年ものちのわれわれにも痛いものがあ 

る。近ごろもてはやされているモンテーヌなんどの先輩である。 .

譯文わ的確ゝ重要なesprimoわ索引にまとめられておりゝ對譯君としてわ、まず至れりっ 

くせりの用意が施してある。く0§ima?

Plena Vortar〇以外のradikoわ一つも使わないヽただorgojloのみヽmalhumiloでわ 

pasiva な氣分になるからとて。Indekso de la francismoj kaj arkaismoj ありて、例:Con- 
stanceを場合によりてkonstantecoとrutinoで譯してあることを示してあるのもF esP- 
兩語の意味の相違、種々のnuancojを說いた譯者の良心的なものであり・また譯&わこれに 

よって譯者の尊敬するGrosjean-Maupinの名審F-esp.辭典のsuplementoの一部分ともし 

たいとゆう。H本の飜譯者たちも眞似てよいことだ。なお二例:inperceptible (ment): 
apenaŭ rimarkebla, nevidebla, nesenteble, senkonscie; mediocre: mezvalora, forteta, 
mezgranda, ordinaruloj, mezaj.前舌わ neperceptebla とゆうこともできる力;、F ほど fiek- 
sebiaでなく、Esp.文としてわ上記のごとき表現のほ5がklaraで落ちつく、また後者にわ 

一語でこの觀念をあらわすのがEsp.にわない。 (Kawasaei・N.)

宗 敎

hi 〇 KVIN PAROLADOJ, de Henry Drummond, trad. de Arthur T. Maling, eid. de F.;
H. Hanbury, 132, Slewins Lane, Hornchurch, Romford, Anglujo,1935:14x22 cm., 85 p. 
prezo 2 ŝilingoj, afranko 2 p.

著者は、1851年スコトランド生れ。はじめグラスゴオで、自然科學の講演家であったが、後
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に神學敎授となった。本書におさめたものは、「靈界における自然法則」とともに.最も廣く知 

られてゐる しa plej granda afero en la mondo をはじめ、Pax Vobiscum, La ŝanĝita vivo, 
La progrmo de kristanismo, La urbo sen pregejo.の五篇。いづれも宗敎講演錄である。 

La plej granda afero en la mondo では.「愛」を彼高のものとし、しa urbo sen preĝejo 

では、今日のキリスト敎徒の甬大な任務が.「よき者i〕會」を作りあげることであると言ってゐる 

など・きはめて「お說敎」風のものであるが、Pax Vobiscumで、この世におこることはすべ 

て偶然のものでない、宗敎界のことでも何事もすべて法則に支配されてゐると言って說いてゐ 

る條はかなりおもしろい。結司は因果應報の說ではあるが.宗敎丄:のそれに.自然法則を適用 

してゐる。譯はてがたいエス文であるが、印刷がかなりまづいので讀みづらい。 (Migo)

啊 ◎ FACILAJ ESPERANTAJ LEGAĴOJ, de Prof. G. Waringhien, eid. de Esperantista 
Centra Librejo, Parizo, 1935;11.5X17cm., 94 p.; Prezo 5 fr. fr. 一卷を二部にわけ、第一 

部をさらに Ni rakontu, Nun, ni kantu !, Nun, ni instruiĝu!の三つにわけてゐる〇 Ni 
rakontuには、多數の笑話やコントを、短いのから、次第に長いのをといふ風におさめ、Nun, 
ni kantu !には、Por infanoj, Por pli grandaj infanoj, Por tre grandaj infanoj にわけて、 

童謠と詩歌がおさめてある〇 Nim, ni instruiĝu!には、長いのや短いのやいろいろな種類の讀 

物があつめてある。第二部はヽザメンホフ、カ一ペ、その他の人々の飜譯の拔萃からなりたつ 

てゐる。

大體に、やさしいものから.むづかしいものへうつってゆくよう按配されてゐる。選擇ぶり 

もまづ穩かで、古いの、新しいの、いろいろな韻ぶれから選び出したなどもよい。中等程度の 

講習會、輪講會の材料としてよく、學習かたがたの讀物としても手ごろのもの。(Miso)

短い眾物集。始めわなるほどfacilaj anekdotojだが、最後わ乙のもっともmalfacilaな 

Rabistoj, Revizoro などの fragmentoj だ。編者の註、とくに arkaismo, germanismo を警 

吿したものがある〇 我等の I. U.の Verda Parnaso カ心 Tagiĝi〇, Antikva Ĥina Popolkanto, 
Japanaj Kvarojが採用せられているのがうれしい。 (Kawasaxi・N.)

网・ GVTOLIBRO POR LA EKZAMENOJ DE SEPE (kolekto de Franca Esp.-Instituto
3) kompilita de Prof. G. VVaringhien, eid. de Franca Esp.-Instituto, Pario. 1935.12x 17Jcm.
64 p. :

フランスの esperantistoj の受ける Atesto pri Lernado, Atesto pri Kapableco の試驗の問

題の標準、採暑法などをこの會のprez.が實例で示したもの。しernadoのEsp.文佛譯問題わ 

Heroldoその他の雜誌からとったものが多くゝKapablecoのEsp,文佛譯問題わZamenhof, 
Kabe, Kalocsay などからで、佛文 Esp.譯わ Dorgetes, Montesquĉeu, Renan, Romains, 
Flaubert..・などからである。作文・文法、會話などの問題£ある。單語の問題の例しernado: 
dogano, trudo, recepto, freŝa, tavolo, stebi, mato, ŝarĝi, fuŝi, bildo. Kapableco: akselo, 
didelfo, grumbli, varti, juro, lekcio, rismo, ulmo, citro, punca. Kapableco の F—E, E-*F 
の問題の下にそれに參考になるPlena Gramatiko (彼とKalocsay共編)のparagrafojが註 

されてある。 (Kwasaki-N.)



25 (105)

Sinmortigo laŭ la modo.
TABATA-Kisaku

Kiam vi foliumas japanajn 1让eraturaĵojn en Edo-epoko, vi 〇仕e trovas la verkojn, 
kiuj temas pri la duopa sinmortigo de geamantoj. Tiu ĉi ŝajnas unika formo de sin
mortigo nur en Japanujo kaj oni povas almenaŭ diri ke ĝi faris prosperon nur en 
Japanujo kiel man-en-mana promenado en la okci denta mondo!

En tiu tempo oni konis tre simplajn metodojn por nuligi sian vivon; ekzemple: 
sinpendigo, sindronigo, harakiro, kaj aplikado de venenoj, k.t.p.

La du unuaj metodoj estis favorataj de ĝenerala subtenado de japanoj kaj la 
sekvanta estis precipe flanke de V sam urajoklaso, sed la aplikantoj de venenoj estis 
malmultaj, ĉar oni havis malmulte da kono rilate al venenoj.

La devenon de harakiro vi trovas remante supren kontraŭ la fluo laŭlonge de 卩 

historio. Hogen-Monogatari rakontas al ni ke Minamoto-Tametomo kun sia dorso ĉe la 
pilastro tranĉis al si la ventron per glavo kaj trovinte sin nemortinta, li plie tran ĉis la 
spinon, kaj falis senviva. Ŝajnas ke de tiu tempo (12-a jarcento) samurajoj enkondukis 
tiun metodon en la praktikan uzadon por montri al la publiko sian kuraĝon okaze de V 
morto.

Poste la ŝtataj aŭtoritatoj aplikis ĝin kontraŭ la mortkondamn让oj el la samurajoj 
pro la honoro de ties klaso. Tiu ĉi moro daŭris tion longe ĝis la feudalisma tempo 
mallevis sian lastan kurtenon.

Rilate al la venenoj, kiuj sin trovas en la 1让eraturaĵoj de Edo-periodo, mi havas 
respondecon uzi kelke da vortoj. Vi ofte renkontas en ili frazon: — Kantarido en 
matena teo, ĉejnveneno*  en vespera vino —

Kaj vi certe scivolemas, kion tio signifas. La frazo montras la metodojn, per kiuj 
oni venenas la malamikojn. Kantarido estas speco de insektoj kaj similas al lampiro 

laŭaspekte.
Oni traktas ĝin kiel unu el la fortaj medikamentoj kaj enmetas en la farmakopeon 

en kelkaj landoj.
Oni utiligas ĝin en la formo de tinkturo por harkreskigilo kaj laŭ la famo ĝi estas 

afrodiziako.
Mi konas unu maljunulon, kiu dozis al si la tinkturon erare anstataŭ tonikon. 

Li konfesis al mi kun amara rideto ke ĝia tiel nomata famo trompis lin.
Ĉejnveno tenas sian ekziston nur en la literaturo. Legendo instruas al ni ke ĝi 

estas veneno el ĉejno, venera birdo, kiu vivas en la suda parto de Ĉinujo. Tiu ĉi birdo 
similas al falko en sia formo kaj tenas en si tiel potencan venenon ke eĉ la venena

* Ĉejno estas nomo de venena birdo laŭ ĉina legendo. La radiko " ĉejn " enkondukita de
J. Okamoto en Novan Jap.-Esp. Vortaron.
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serpento tuj fandiĝas en la buŝo de tiu birdo. Arboj mortas, apenaŭ ĝi nestas sur ili. 

Homoj mortas antaŭ ol ili erare mangas ĝian karnon.
Ĉejnveneno estas preparata, trempante la plumon de 1'birdo en la vinon.
Nenia medikamento povas kuraci la veneniton krom la pulvorigita korno de rinoceio, 

kiu estas sola antidoto kontraŭ la veneno.
Mi miras ke la fantazio de Oriento naskas tiun interesan venenon, same kiel 

Ŝekspiro en Okcidento priskribas pri fortega veneno:
Venenon tian, kia tre rapide 
Trakuras tuj la tutan korpon 
Kaj kvazaŭ acidaĵo en la lakto. 
Momente malbonigas en la korpo 

La tutan puran sangon, mi pereis 
Kaj lepro mian tutan glatan korpon 
Tuj kovris per abomeninda ŝelo.

La ideo de ĉejnveneno ne estas la japana propra sed devenis de Cinujo. Ĉinujo一 

la lando de literoj — etendiĝas, kaŝante en si la misteron de Oriento.
Mi rememoras tiurilate ke en tiu lando regas superstiĉo ke oni mortos se oni 

englutos pecon da oro. Mi ne scias, ĉu la arĝentnorman monsistemon prenis Cinujo 

pro la timo de f oro.
Partoprenas ankaŭ aliaj venenoj en la japanaj noveloj kaj dramoj, inter kiuj la plej 

familiara por ni estas Iŭamiginzan-Nezum让ori (ratmortigilo el la minejo en Iŭami) kiun 
oni nun konas kiel kombinaĵon de arseno.

Oni povas aserti sen granda eraro ke la supre menciitaj metodaj estas la tuto, kiun 
konis malnovaj japanoj.

Edo-epokon sekvas Meiji-epoko, kiun ekbaptis eŭropa civilizacio, dank' al kio 
Japanujo faris grandan salton en sia historio.

Laŭ la statistiko, la nombro de Y sinmortigintoj depost tiu epoko montras la tend
encon plimultigi kaj en la procento nia lando sidas la 4-a aŭ 5-a tra la mondo-

Mi ne scias, ĉu bedaŭri, aŭ ne bedaŭri, se sinmortigo estas la unika fenomeno, kiu 
distingas la homaron de la aliaj animaloj. Cetere la nombro de sinmortigo en civilizita 
lando estas pli granda ol tiu en malpli civilizita lando kaj en unu lando ju pli evoluigas 
la civilizacio, des pli multiĝas la nombro.

InTer primitivaj gentoj, kiuj vivas ekstere de civilizacio oni apenaŭ trovas la fenom
enon de sinmortigo, kaj se neceso urĝas, ili prenas primitivajn metodojn, kiujn ili heredis 
de V antaŭuloj, ekzemple : Ainoj utiligas akon让on, konata sagoveneno kontraŭ urso.

Sed estas kia memkontraŭeco ke homoj finas sian vivon per tranĉilo, pafilo, medi- 
komento k.c., kiujn ili faris por plifeliĉigi sian vivon!

En Meiji-epoko unuan fojon sin prezentas sur la scenejo sublimato, fenolo, krezolo, 
sulfaracido, kloracido, hipermanganata kalio, k.t.p. instigitaj de 1'progresado de 1'indus- 
tno. Fervojaj reloj komencis malfermi sian pordon por mortaspirantoj.
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Alta konstruaĵo de &ovendejo allogas la volontulojn ke ili desaltu de la balkono. 
Kiu povis imagi en antikva tempo ke oni povas morti nur kun gastubo en la buŝo.

Estas ja tiuj kiuj mortas laŭ primitivaj manieroj; unu prenas la lokon en la fundo 
de vulkano, alia sin ĵetas en la akvon kaj la tria uzas tranĉilon. Sed en ĝenerala 
konsidero la metodoj fariĝas pli kaj pli rafinitaj laŭlonge de F evoluigo de scienco.

En Taiŝo-epoko malpliiĝas la aplikantoj de ĥemiaj materialoj kaj ilin anstataŭas la 
aplikantoj de nova ilo nomata Nekoirazu^ ratmortigilo enhavanta flavan fosforon. Por 
la sama celo oni uzas en eksterlandoj la pinton de alumeto, kiu same enhavas flavan 

fosforon.
Lastatempe dormigiloj ŝajnas esti pli laŭmoda.
Veronal fariĝis fama depost la morto de R. Akutagaŭa, unu el la emin entaj verkisto 

en nia land〇・

Adalin ne estas fabrikata por sinmortigontoj, sed ĝi havas klientaron inter ili. 
Kalmo/in estas vaste konata tiel ke oni kunigas la ideon kun sinmortigo per ĝia nomo.

Foje junulo vizitis min, kiam mi laboris en iu apotek〇. Li volis aĉeti Kalmotinon.
—Kiom da tabloidoj mi prenu por dormi profunde ? — Li min demandis.
—Kvar aŭ kvin, sinjoro. — Mi respondis.
一 Kio okazus al mi, se mi prenus la tuton ?
—Nenio okazos, — mi daŭrigis — krom tio ke vi trovos morgaŭ matene ke vi dormis 

preter la horo.
—Kiom oni devas preni, se oni volas morti ?
一Tiom muite kiom via stomako rifuzos per vomado.
Mi admonas al karaj legantoj ke vi prenu la tabloidon nur en la okazo kiam vi 

bezonas ŝajnigi intencon de sinmortigo, ĉar ili modeste restos nedigestitaj en via stom・ 
ako. Ĝenerale la problemo cle dozo estas malfacila・

Cianata kalio estis ne tre familiara per japanoj ĝis nun, kaj tamen en Eŭropo ĝi 
havis multe da adorantoj.

La statistiko en Vieno, Aŭstrujo, montras ke en la daŭro de 1869 ĝis 1878 la veneno 
estis prefer让a de 44.4 % de sinmortigintoj.

Se oni prenus ĝin, oni tuj eksentas malfacilan spiradon kaj kelkajn minutojn poste 
oni mortas sufok让a・ ・

しiana gaso funkcias pli magie. Estas ne tre longe kiam iu fama farmaciisto en 
Germanujo estis trovita senviva en la eksperimentejo. Lia morto ankoraŭ restas enigma, 
ĉu ĝi estas memvola aŭ neatendita. Mi aŭdis foje ke en certa provinco de Usono oni 
aplikas la ciangasan metodon por la mortkondamnitoj anstataŭ la elektran, ĉar la lasta 
donas furiozan impulson al la viktimoj, kies vizaĝoj postmorte montras ne tre agrablan 
mienon. Ciankombinaĵo efikos centprocente, sed ĝia apliko estas ne oportuna;la ŝtata 
aŭtoritato severe limigas ĝian vendiĝon.

Resume oni ne trovas idealan metodon en la vera signifo, kvankam la metodo ĉiam 
iras sur evolua vojo.
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Ĉi tie mi rimarkigas al vi interesan fenomenon ke la sindronigintoj senescepte 
evitas malvarman sezonon, ĉar la akvo estas malvarma kaj ke ili ĉiam preferas belan 

kaj puran riveron ol la malbelan.
Vi scias ke tiuj kiuj sin ĵetis en la mezon de V kratero de Monto Mihara kaj 

trovinte sin nemortinta furioze kriadis por peti la helpon. Oni kun pravo diras ke 

komedio kaj tragedio estas bonaj najbaroj.
Morto ŝajnas ne tre agrabla. Sinpendigo estas primitiva kaj ne estas etiketaj 

Revolvero estas doloriga kaj ne estas facile por akiri ĝin.
Por tuŝi la alttensian elektrofadenon vi devas riski la danĝeron grimpi la foston> 

Fervojaj reloj ne plaĉas al vi, se vi trovas eventuale la mortinton, kies kadavro estaa 

frakasita en mil pecetojn-
Estas feliĉe por la homaro ke la instinkto detenas lin de ruiniĝo.
Se oni povus facile morti, kiu do kuraĝus resti sur la tero, subprem让e de severa 

vento traŝovanta tra la tuta mondo ?

TAKETORI-MONOGATARI
(竹取物語)

(5)
Aŭtoro nekonata
Eljapanigis Masami Igaraŝi

VI. La gemo ĉe Ia kapo de drako.

La Dainagono (Granda Konsilanto) Ootomo-no-Mijuki kolektigis &ujn virojn en sia

domo kaj diris al ili: 一
"Oni diras, ke kuŝas gemo kvinkolore brilanta ĉe la kapo de drako; kaj al tiu,

kiu prenos ĝin por mi, mi plenumos rekompence, kion ajn li deziras."
La servantoj auskultis lin kaj murmuris inter si: 一
"Respektindaj estas la vortoj de via mosto, sed ĉar la gemo estas ne facile trovebla, 

kiel ni povos akiri ĝin de la kapo de drako ?"
La dainagono daŭrigis: 一
"Se vi konscias vin kiel la servantojn de via mastro, vi ĉiuj devas obei kaj peni 

laŭ ordonoj de via mastro, eĉ se viaj vivoj perdiĝus pro tio. Se la juvelo estus trovebla 
nur en Tenĵiku aŭ Morokoŝi, ekskluzive nian landon; tamen la drako flugas supren de
la montoj kaj malsupren en la maron apud nia land〇. Do, kial vi pensas tion malfacila ?"

Ili diris:—
"Nun nenio helpas nin. 

malfacila^
Ni ekiros por akiri ĝin laŭ via ordono, kvankam tio estas

La dainagono rigardis ilin kun rido kaj parolis :—
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"Vi ne malhonoru la nomon de via mastro, forlasante vian ĵuron al la ordono."
Kaj li sendis ilin por preni la gemon ĉe la kapo de drako;li donis al ili plej multe 

da silko, kotono kaj mono, kiujn li rezervis en sia palaco, por aĉeti la manĝaĵojn per ili 
dum la volago. . •

Li promesis al ili ĉe la ekveturo:—
"Mi vivos en abstinado, atendante vian revenon. Sed ne revenu sen Ja gemo- ”
Ciu el ili ekvojaĝis laŭ lia ordono. Kaj ĉar li diris ke ili ne devos reveni sen la 

gemo Ĉe la kapo de drako, el ili ĉiu volis iri laŭplaĉe kien ajn li deziris, riprocante la 
mastron pro tia scivolemo. Tial ili dividis inter si la donaĵon, kaj iuj retiris sin en siajn 
domojn, dum aliaj iris tien, kien ili volis. Oni devas obei al sia mastro aŭ siaj gepatroj, 
tamen la servantoj kalumniis unu post alia la dainagonon pro lia kaprica postulo, ĉar la 
afero iris ĉe ili tre malbone.

Dume, la dainagono pensis: 一
u Ordinara domo ne plaĉos al Kaguja-hime kiel ŝia loĝejo, pro malbeleco.n
Tial li nove konstruis belegan palacon, kiun li ornamis per lako kaj ordesegnaĵoj. 

Sur la tegmento oni metis tegaĵojn el kolorfadenoj, kaj en ĉiu ĉambro estis pendigita 
neesprimeble bela brokatoteksajo, sur kiu oni pentras bildojn. Kaj firme kredante ke li 
certe povos edziĝi al Kaguja-hime, li forpelis ĉiujn virinojn por sia mastrumado kaj 
li sola pasigis tagojn kaj noktojn.

Kompreneble, malgraŭ lia senpacienca atendado ĉiutaga kaj ĉiunokta, la senditoj 
donis al li neniun raporton, kaj pasis la jaro. Fine, jam teda en atendado, li sekvigis nur 
du el siaj vasaloj kaj inkognite veturis al Naniŭa kun tre laca mieno. Tie li demandis 
al ŝipanoj:—

“Ĉu vi ne aŭdis, ke la homoj senditaj de Dainagono Ootomo veturis ŝipe kaj 
mortigis drakon kaj prenis la gemon ĉe ĝia kapo?”

La ŝipanoj ridis kaj respondis:—
"Sensencaĵo! neniu ŝipo ekveturis por tia laboro!"
Aŭdinte tion, la dainagono pensis, ke la ŝipanoj devis paroli tiel suspekte pro neniom 

da kono, kaj diris al si:—
“ Mi mem prenos arkon kaj pafmortigos la drakon, de kies kapo mi akiros la gemon. 

Mi jam ne atendos plu la malfruiĝantojn.^
Tial li enŝipiĝis kaj veturis for en la oceanon, tiel malproksimen, ke li trovis sin 

sur la maro en la direkto al Cukuŝi- Tute ne atendite, rapida vento ekblovis kaj mallumo 
ŝvebiĝis ĉirkaŭe, kaj lia ŝipo forbloviĝis tien kaj reen. Jam la direkto estis ne distingebla, 
ŝajne la ŝipo ŝoviĝis for en la oceano; ondegoj sinsekve saltadis trans kaj en la ŝipon, 
dum la fulmotondrado furiozis kvazaŭ ĝi forfalus sur la kapojn. La dainagono tute 
konstern让a kriis:—

"Neniam antaŭe mi spertis tian danĝeron! Kion ni povas fari?"
La direktilisto diris responde : 一
a Longe mi vojaĝis tra ĉi tiu maro, sed mi ne renkontis tian danĝeron, kiel nunan,



30 CHO)

Se la ŝipo ne subakvigus ĝis la marfundo, tondro frapus nin, kaj se Dio favorus nin savi 
ella minacoj, ni forblovigus al la Suda Maro・ Ho ve, mi mortus vane pro la servo al 

la mastro kun malbenata sorto!"
Kaj la direktilisto lasis sin en plorado. Aŭdinte lin la dainagono diris:—
H Kiam oni veturas en ŝipo, oni devas fidi la direktiliston, kiu estas firma kvazaŭ 

alta monto. .Kial vi parolas tiel malespere ?v
Li apenaŭ eldiris tion dum vomado, kaj la direktilisto respondis: 一
“ Nur Dio povas servi en ĉ:〇. La furiozado de ventego, ondegoj kaj tondrado, kvazaŭ 

falonta surkapen, devas esti kaŭzita pro via malbona intenco mortigi drakon. Kredeble 
la drako ankaŭ kaŭzis la rapidan venton. Nu, faru preĝon al Dio!n

Bonega ideo! Nun mi preĝas, la dio de la direktilisto, aŭskultu mian konfeson. 
Mi intencis mortigi la drakon nur pro mia facilanimo kaj malsaĝeco. De nun mi neniom 

volos difekti al ĝi eĉ unu hareton, mi ĵuras?'
Tiel preĝĵurante, li aŭ staris aŭ sidis ripetante la alvokon kune kun larmoj jam milon 

da fojoj. Tio eble efikis, la tondrado ĉesis kaj iom lumiĝis, tamen la vento ankoraŭ 

blovis rapide. Tiam la direktilisto kriis:—
“ Trafe, la drako prilaboris pri ĉi tiu minaco. Nun blovas bona vento, sed ne mal

bona, kaj ĝi kondukas nian ŝipon al bona direkto.” Sed la dainagono ne povis kompreni 

lin.
Post tri aŭ kvar tagoj, la vento blovis returne kaj lando vidiĝis; ili vidis ĝin, ke ĝi 

estas marbordo de Akaŝi en Harima. Tamen, la dainagono, kiu erare pensis la marbordon 
ppr tiu de la Suda Maro, kuŝis preskaŭ sveninta. Pro la anonco de la kunveturantoj de 
la ŝipo al la gubemioficejo, la guberniestro mem venis viz让e lin, kiu ankoraŭ ne povis 
stari kaj kuŝis sur la fundo de la §ipo・ Sub la pinarboj oni metis maton, sur kiun la 
dainagono estis portita, kaj tiam li apenaŭ sin levis vidinte, ke ĉi tiu ne estas lando en 
la Suda Maro. Kiam oni rigardis lin, li aspektis ĝisoste malvarmuminta, kun la ventr- 
tre ŝvelinta kaj kun la okuloj similaj al pruneloj; kio kaŭzis ridon ankaŭ al la gubernio 
estro. Sed la ordono estis donita al la oficejo de la gubernio kaj estis prepar让a homportiloj 
sur kiu la dainagono estis port让a malrapide al sia loĝejo. Tiam tiuj el liaj servantoj, kiujn 
li sendis por la serĉado, iel sciis pri lia reveno kaj prezentis sin antaŭ li, dirante: 一

"Ni malsukcesis en la serĉado de la gemo ĉe la kapo de drako, kaj tial ni ne povis 
viziti ĉi tiun palacon, sed nun estas konate, kiel malfacila estis la tasko al ni trudita, 
pro tio ni kuraĝis veni al vi, petante ke ni ne estu eksigitaj de la servado.”

La dainagono leviĝis, iris akcepti ilin kaj diris:—
u Vi ja revenas bone, eĉ senporte. Kredeble drako havas parencecon kun la tondrodio. 

Ni intencis preni la gemon, kaj ni apenaŭ savis nin de danĝero. Se mi kaptus la drakon- 
mi estus tute facile pereigita; mi ĝojas, ke mi ne kaptis ĝin. Rabisto de homaj animoj 
kaj detruanto de iliaj korpoj estas Kaguja-hime, mi ne paŝos plu eĉ preter ŝia logejo, 
nek vi, servantoj, pretermarŝu tie.” >

Kaj la dainagono prenis restaĵojn el sia provizo kaj disdonis ilin al tiuj, kiuj malsukcesis 
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la serĉadon de la gemo. Aŭdinte tion la edzinoj, kiujn li eksigis antaŭe, eksplodis en 
ridegon. Dume, la fadenoj tegitaj sur la tegmento de la loĝejo ĉiuj estis eluzitaj de 
korvoj por fari nestojn. Kaj kiam homoj demandis: 一

"Dainagono Ootomo prenas la gemon ĉe la kapo de drako, ĉu ne ?" kaj ili havis 

respondon:—
"Ne, sed nur liaj ambaŭ okuloj fariĝis du gemoj kiel paro de pruneloj."
Aŭdinte la respondon ili kriis:—
a Ana iaegata !16^
Tiam oni ekuzis la esprimon {i ana iaegatapor la signifo de u netolerebla."

16) “ taegata " (netolerebla) similas aspekte al"tabegata n (nemanĝebla). La Dainagono 
havis la okulojn ŝvelintajn kiel pruneloj, kaj Ĉi tiuj estis nemangeblaj fruktoj por lia 
penado. Tio ĉi estas unu el la burleskaj vortludoj, kiajn oni ofte trovas en japanaj 
klasikaj verkoj.
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財團法人日本エスペラント學會

會 計 報 吿

C昭和十年十二月末"現在〉1935

CAĴ財團法人基金會計

基金總額.................... 16,896.18
前年度末現在................ 16,559.22
本年鹿增加額...................336.96

內 譯

◎（イ）永代基金總計............ 12,596.18
前年度末現在............ 12,259.22
木年度寄附金................33.00
同預金利息.............. 303.96

保管處置

三井信託預金Ĉ大石）……10,598.41 
住友銀行預金（大井）……1,648.51 
安旧貯密預金（;三石;）……349.26

計 12,596.18
〇）常川基金總計C增減ナシ）-4,300.00 

保管處置

昭和七年理班會ノ承認ヲ經テ全顋本 

會事務所建築寶ノー部ニ融通利用中

CBĴ運常總經費收支決算

〔イ〕維持員負擔會計

★收入★ 円

普通維持員會費.............. 1,230.37
正維持員會費................ 1,491.00
賛助維持員會費..............  162,50
特別維持員會費.................50.00
R. 〇. ®讀會費 .............. 6.86
前年度旣納諸會費 ............1,156.05

以上合計 4,096.78
內次年度分前納會寶.......... 1,237.15

差引本年度會費實收入 ........2,859.63
レヴォ廣吿收入 .............. 212.80

_ 雜收入（利于,R. 〇.分册,印刷物）328.85 

以上本年度總實收入合計 J*,401.82

費□別 收入 支出

維持員會計 3,401.28 3,401.28
エス誌會計 3,305.13 3,305.13
事業部會計 2,752.77 2,752.77

計 9,459.18 9,459 18

★支出★

レヴォ印刷費 ................ 1,519.81
同發送費...................... 187.79
事務費........................ 600.00
宣傳費........................ 214.36
地方會補助費...................23.20
維持員總角費く大會寄附）........ 60.00
UEA 賦課金..................170.00
文庫費......................... 23.12
共通負擔費 .................. 475.51
1936年度年鑑發疔举備金.....  127.49

以上支出合計 3,401.28
收支ノ結釆127.49 M ノ剰餘金ヲ生ジタル 

ヲ以テ次年度年鑑發行準備金トシテ支出、來 

年度豫算ニ計上ス

◎次年度維持員會費繰越額........ 1,237.15
內 譯

普通維持員會費................437.80
正維持員會寶..................714.75
賛助維持員會費.................58.70
特別維持員會費.................25.90

聖〔口〕エス誌負擔僉計

前年度旣納購讀料..................194.30

★收入* 马

直接購讀料 .................. 527.74
各書店费上..................1,770.10

以上合計 2,492.14
內次年度前納購讀料..... •••••• 227.31

差引本年度實收入 2,264.83
廣吿收入................ ........... 455.85
雜收入C分册賣上其他?）…………188.38
事業部剰餘金繰入....... ……396.07

以上木年度總實收入計 3,305-13

★支出★

エス誌印刷費 

同發送費… 

宣傳費…

2,270.75 
50.05
28.82
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事務寶................480,00
共通負擔費................475.51

以上支出合計 3,305-13
收支ノ結果396.07 〇不足ヲ生ジクルヲ以 

テ事業部ノ剩餘金ヲ充當補塡セリ

◎次年度エス誌瞒讀料繰越薇 .....  227.31

〔ハ〕出版,取次事業部負擔會計

犬收入汝

學會出版物賣上高ヨリ........2,071.82
取次和洋書寶上高ヨリー......... 680.95

以上本年度收入合計 2,75277

★支出☆

レヴォ誌廣吿費 .............. 212.00
エス誌廣吿費..................429.75
其他廣吿費....................216.32
印刷費（□錄其他Ĵ...................... 109.65
事務費，給與..................815.00
共通負擔費 .................. 532.82
エス誌會計不足補塡額 ........ 396.07
特別積立金繰入 .............. 41.16

以上支出合計 2752.77
收支ノ結果437.23冏ノ剩餘金ヲ生ジタル 

ヲ以テ內396.07ヲエス誌會計不足補塡工當 

テ殘餘41.16冏ハ特別積立金へ支出ス

共通負擔費內譯

計 475.51 475.51 532.82 1,483-84

費目'
龍持員
會計
32%

エス誌 
會計

〃

髻^總計

36% 円

通信費 112.18 ff 126.17 350.53
振替貯金料金 2.32 2.66 7.30
備品及設備寶 46.30 〃 52.13 144.73
消耗品寶 48.32 〃 52.50 149.14
布務所維持費 119.04 〃 133.55 371.63
諸會合費 8.54 〃 ・ 9.62 26.70
火災保險費 39.45 〃 44.40 123.30
世話費 26.40 〃 29.68 82.48
諸稅金 33.36 // 37.55 104.27
臨時費（雜費Ĵ 39.60 〃 44.56 123.76

CCĵ資産總勘定（专庫金內澤）

永代基金.................... 12,596.18
常用基金（利用中）............. 〇

次年度繰越維持員會計.........1,237.15
同繰越エス誌會計............ 227.31
年鑑發ff準備金.............. 127.49

特別宣傅資金....................45.95
出版、取次書籍部積立資金…… 260.18
敎育部積立金.................  300.48
UEA賦課金積立...............235.00
特別積立金.................. 241.16
特別出版資金:............... 〇

出版取次書籍部諸預り金.....  250.00

以上現金合計 ⑴ 15,520-50
學會出版物在庫見積顓....... 15,376. 7
取次和洋書在庫見積額......... 5,882.18
不動產評價見積額............ 16,426.95

以上商品及不動產合計C2； 37,63570
CD, C2）總合計 53,20660

◎不動產內譯

事務所敷地（昭和七年購入價額）9,750.00 
家屋及雜作（同建築软沁……6,676.95

〔D〕資産目錄（保管處置）
円 

三井信託預金................ 10,298.41
住友銀行預金................. 1,648.51
安田貯蓄預金................. 2,034.20
振替及卸,便保證金............ 119.00
束京振替口座C11325）.............. 777.70

间 上 C32085）.............. 79.09
現金在庫...................263.99

以上現金合計 15,520.90
在嵐商品圖書見積額..........21,253.75
本會用地坪數.............. 80坪3合3勺
建物延坪數（雜作付）......60坪7合5勺
竈話...................... 1
本會文!＞書部數................ 2850
事務用テーブル類............ 口

同上廻轉椅子.............. 6
應按川テーブル.............. 2
同上椅子.................. 3
布張椅子.................. 12
溝習用長机.................. 14
同上木墓椅了.............. 30
集會用藤椅子.................... 36
額 類..................... 7
各種書類箱及本箱................ 22
石炭ストープ（大小）.......... 2
時 計..................... 1
踏寓版器.................... 1
秤く大小う.................. 2
安全#付ポ.................... 1
タイプライター.............. 1
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昭和十一年度通常經費豫算

[AĴ維特員負擔會計.

女收 入头

人円 円.

普通維持貝會費495X2.40.................. 1,088.00
正維持員會費 504x3.0〇--....... 1,512.00
賛助維持員會費34x5.00.................. 170.00
特別維持員會費5x10.00.................. 59.00
終身維持貝會寶18x0....................._〇_

小 計 1056 人 2,820.00
RO.廣吿收入C16.00圓X12月）……216.00 
雜收入（RO分册利子,其他21圖X12刀）250.76 
年鑑發行繰越金（前年度剩餘金）……127.49

小 計 594.25
以上收入合計 3,414.25

★支..出女

RO 印刷費 ..................... -1,550.00
同發送费...............    180.09
年鑑發行費 .........   142.49
事務給與費........................ 600.00
宣傅費........................ 200.00
地方會補助費 ..........   26.00
維持員總會費C大會寄附）.............60.00
UEA 賦課金...................... 150.00
文庫費..... :....................20.00
共通負擔費 ...............  485.76

以上支出合計 … 3,414.25
• • • ••■ .

CBĴ事業部負擔會計

女收 入☆

エス誌直接瞒讀料230人*月2.39圓…634.80 
同 大販次賣上收入950部X14.4錢…1,641.60 
雜收入分册賣其他（月15圓）...... .180.00

小 計 ^ 2,456.40
學會出版物賣上高ヨリ ............1,440.00
取次和洋書賣上高ヨリ .......  930.00
不足金C積立金3リ]補塡.......... 400.60

小 計 … 2770.60
以上收入合計 5,227.03

・支 出☆〕

エスペラント印刷費 ..............2,280.00

同發送費（協角費,返本料等〉.....• 50.00
宣傳费.................   50.00
:小 計 2,383.00

R. 〇.廣吿費 ………•：............. 216.00
其他廣吿費....................... 30.00
印刷費C目錄廣吿刷其他）..... -••… 1〇〇・〇〇

事務給與寶.......................1,440.00
雜經費..... .................  18.00
共通負擔費 .....:...............................1,〇43.〇〇

小 計 2,84703
以上支出合計 ' 5,227.00

・共通負擔費內譯

¢5 H髻器32%彎!曹68%總計

通信 費 112.00 ・ 238.00 350.03
振替貯金料金 2.56 5.44 8.00
備品及設備費 • 64.00 136.00 200.00
消耗.哥費 48.00 102.00 15109
事務所維持費 121.60 258.40 380.00
諸會合歿 .9.60 20.40 30.00
火災保險費 35.20 74.80 110.00
電 話 費、. 27.20 57.83 85.00
諸稅 金 33.60 71.40 105.00
臨時 費 .32.00 68.00 100.00

.; 計 46576 1,032.24 1,518-09

總豫算收支計算

收 入 支!U
差引 
不足月額 年額

Z1"- F 1
月額年額

維持員
會計

284.52 3,414.25 284.52 3,414,25 〇

事業部 
會計

492.20 4,826.40 435.06 5,227.00 400.60
•

合計 686.72 8,240.65 719.58 8,641.25 400.60 
事業部僉計收入不足に對しては別途積立金

よリ借入補塡する

昭和十年度永代基金領收報告

3（H）〇…… ........ 西 成甫氏

3.0〇,.............••山崎弘幾氏

33.03................ :………以上合計



35 (115)

毀 日本エスペラ ト目1金昭和 
「チ胃十年度

〇^ 報吿ン

・役頁會報告:昭和10年1刀2?日理事 

會開備。1.理事長選擧（大石和三郎氏再選 

就任）、2.常務理事選任'美野川・大井■三石 

氏就任）、3.前年度爭業報吿く承認）ヽ4.前 

年度會計報吿（同:）、5.本年度會計豫算決定、

6.評議員改選、7.本年度事業並に僉務のー 
般協議。

★12月22日理事會及評議員會開催:1.不 

年度一般符務報吿、2.同會計牧支實績報吿、 

311年度事業力針協議、4.冋豫算編成の對 

策、5・11坏度評議員改選の打合ヽ6.久保 

轻便視察旅行報吿の聽取。

★事業報告槪要:1.機關誌レヴオ、並に雜 
誌エスペラントの月刊定期發行、2 .講習伶 

並に硏究命の開ffi. •3.地方エス询と連絡、 

講習由展覽伶等に對して後按をなす、4.夏 

期大學の開催.5.エス語普及狀態視察のた 

め評議貝久保貞次郞氏を九州地方に派遺、6. 
新刊圖書の發厅:會話、シェイクスピア我劇 

筒、新撰和エス辭典、東洋の俠血兒、日本書 

紀第一編ゝ醫季文範、解課實驗室、海神丸、佛 

敎社命學の基礎槪念、其他旣版圖書の亟版ゝ 

海外雜誌並に圖書の取次楡入及び我國發行の 

エス書籍の海外輸出。

★會計決算報吿槪要計數は會計報吿參照。

★逋裙經赛:豫算では收入が7,794.50閒だ 

が實績は決算報吿に示す通リ9,459.18同と 

なって豫算に比し1,276.78圓の增收ヽこれが 

爲赤字公債の庖介とならず決濟し得た事は偏 

に細持員諸氏の熱心なる御支持の賜と深く感 

謝に堪へない。維持員會計に於ては127.49 IHI 
の剩餘金さへ生じ次年度の年濫發行灌窗金と 

して豫算に繰人れ計上し得だ。エス誌會計は 

見込通り396.07風の赤字を生（:来業部わ剩 

餘金を以て補塡、これまたかなきを得た。事 

業部會計に於ては和エス辭典の發蕭及び洋書 

類の逵上增收とで收支の結果437.23[fflの剩餘 

金を得前記エス誌今計の不足を補ひ尙殘頷の 

•41.16圓は恃別積立金に繰入た。★資産勘定 

在庫金說明、・現金總飙15,520.90 lui.動產及 

不動產總叡37,695.70圓、以上合計53,206.60 
ぬで前年度よりは1,071.60 miの书加である。 

此の外電話ゝ家具什器、文加圖書等現金不換の 

ものは計上せず、項口中自明のものは說明を 

省略。特別宣傳資金、從來より据置。出版、 

取次剖積立資金、本年麼不令/H版物の賈上高 

は?,673.42 IUIで前年度に比し3.885.93冏の 

增加、これは新撰和エスの發更によるもので 

ある。一方支出は?,700.65圓この中5,934.50 
佣は和エス出版費の殘額で他は新刊、再版費 

である。以上收支の結果27.23圓の不足とな 

る。取次和洋書賁上高は6,809.50 Mで前年 

度に比し405.52冏の增加、一方仕入支出は 

5,099.8! 此につき差引 1,709.69圓の收入と 

なる。以」•總賣上高14,482.46 ¢11;總安出 

12,8C0.46圓;雜引1,682.46圓の收入、これ 

に前年度より繰越の績立資金605.44同を加 

算すれば2,287.90 口の積立資金となるので 

あるが、これは事栗經費を支川しない場合の 

事にて現在の樣な會計組織では前記圖書總裔 

上高より不角出版物は約三割、取次和洋書は 

その一割を支出ヽ事業部負擔倉計の財源に充 

てなければならない狀態に在っては出版取次 

部の資金が如何に涸渴しようと先づ第一に通 

常經費會計の成立を急務とせねばならぬので 

本年度の如く大出版をした時は出費が多額の 

割合に商品の孜上が僅少だと非常に純理は骨 

が折れるcその上支出の方は天引叹られると 

なると勢ひ借金政策は不可避となる。多分に 

漏れず出版部としては資金缺乏の結果卞記の 

通り一時借入金をなし本年庭決濟の餘義なき 

に至った。借入金:特別出版積お金より420 
圓、特別積立金より1000圓J合計1,420冏、 

これを前記出版部總收入金2,287.99圓に加 

算、合計3,707.£0 |fi|の財源より、支出するこ 

と事業部領汁へ2,752.77圓ヽ!1!版部編纂事務 

寶 694.95 圖、合計 3,447.72 伸、差引 260.18 
圓が會計滋吿に現れた出版取次部積立賢金の 

次年度繰越金である。

敎育部積立金;300.48圖は髀習命費の積立 

である。前年度に比し109.06 IH〕の增加、本 

年度收入金は133.50同で諜師謝禮支出24.44 
何差引109.06 IOIを前年度繰越の191.42呵に 

加算したのである。

U・E. A.賦課金積立;235倜前年度に比し70 
側增加、豫算め殘頸を準備積立としたもので 

ある。

特别转立金;241.16冏 これは功勞慰謝金 

として積立て來たもので本年度は事業部會計 

の剩餘金よリ41.16圓を繰入れ累計1,241.16 
〇となったのであるが出版部資金の缺乏に依 

りこの内1000回を贷出した故に上記金額と 

なった。 . • •

特别出版資金;某氏の寄附によるもらで總
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顧1500圓の內出版部に昭和七年に1080圓 

本年度420ĝ貸出したる故に積立在址金なし。

雷鉛謬預り金;250圓は前金注文者の誌預 

り金である。
☆昭和十一年度通常經費豫算

本年度豫算から會計種別を維持口負擔會計 

と事業部負擔角計とに改めた。今迄はエス誌 

負擔會計としてエス誌を獨立させて來たが今 

Hまでの實績ではまだまだエス誌一人の旅は 

容易でないのと、同誌發行の口的が事業部（出 

版、取次）としての普及宜傅及廣吿機關とし 

て廣く街頭進出が主眼であるから總ての負擔 

を事業部が負ふ様に改めた。

事業部の財源は前項でも述べた通リ圖書迸 

上高より天引何割かを差引ものであるから若 

しエス誌の賣上が芳しく無い時はそれだけ杏 

籍を;&ふ譯で大なる犧牲を拂ふが・になるので 

ある。さて本年度收入總孤8,240.65間は前年 

废決算に比し約800圓餘リの減收である。こ 

れは圖書及エス誌の賣上が前年程刀好成績を 

得られないものとして減顋計上したからであ 

る。支出總額は8,641.25同で結局400圓餘 

リの不足を生ずるがこれは来業部會計の不足 

で維持員询計は維持員各位の協力で木年废も 

赤ド克服が叶ひ御同慶至極、事業部會計の赤 

字退治はエス誌購讀者の按大と本令出版物の 

多盘購買利用によって、救はれる〇

☆昭和11年度選出評議員（理が長選任）

安黑オー郞 靑木武造 靑心友美

岩下順太郎 伊藤己酉三 浦良治

大木克已 大燔和夫 久保貞次郎

小林東二 守隐 ー 多羅尼一郎

露木淸彥 寺喜久治 徳田六郞

馬場淸彥 福富義堆 保坂成之

茁澤まき子 C以上十九名再選）

飯H!繼代司 酒井 ® 高橋舉

原［II三馬 以上新任總員廿三名

內外エス運動展望
丁抹は動く

丁抹に Dana Esperanto-Instituto がたてら 

れてからこのInstitutoでは外・阈のĈe-kurso 
の先生をよびよせることエス語試驗をするこ 

と等々を口ざしてゐたがこの冬にはドイツ人 

のĈe-instruistoのA. Weide氏を招聘して 

40ヶ所で50囘の講演をやらせた。4800人 

が之に參加した。講演はくりツェッペリンで 

南米迄の旅及びC2）ベルリンのオリンピック 

大會についての話でエス語を用ひて。眞向か 
らエス語の話をしなかったがエス語について 

の話を織込んでしたのでエス語についての質 

問がでる。彼は乂エス語の見本を示したので 

大いに宣傳に役立った。

旅厅の後 Wei（le 氏は Vestervig, Btdsted で 

講習の指導をしてゐる。 へ
又エストニャ から招聘 した Ce-instruisto 

Rikando 氏も來て Viborg, Skive, Kj elleni p, 
Silkcborg等で講習した〇

ドイツ人の〇. Haar氏もITammel, Bjcr- 
ringbro, Soften, I^angaa, Li Bering で講習を指 

璋しハンガリー人 J. ^Vekerle氏も Mora, 
Sejerslcv, Nykobingで講習を捋導してゐる〇 

インド人L. Sinĥa氏も咋秋Aarlnis, Hin- 
nerupで講習を指導した。

ドイツ人Riechert氏もSjodstrupで講習を 

した。

和蘭人E. Mannoury孃もVejleで講習を 

指導。

ロシャ人 Vasiljef氏はコペンハーゲンで满 

習を指導中。

以上外國人の外丁抹人で講習をやってゐる 

ものも澤山ある〇

ブラジル政府發行エス文入切手

昨秋のRio de Ĵaneiroで開かれた第十囘 

國際見本市に際してブラジル遞信局では200 
reisの記念切手を發行したがそれにはエス語 

で Okci Internacia Specimena Foiro, Bio de 
Janeiro, Brazilaと印刷されてゐる〇 之を手 

に入れたい人は Brazila Ligo Esperantista 
（Av Marechal Floriano, 212, Rio de Janeiro, 
Brazilo）宛阈際通信切手ニ枚対入巾込のこと。

Foiro de Parizo

例年の如くバリのfoiroの紹介の小册子 

Franclando duni Printempo が出た〇 四六版 

12頁二色刷美瓏。猶ボスターも出來てゐると 

の事である。右見木入用のものは Foire de 
Paris, 23, Rue N. D des Victoires 宛請求さ 

れよ。

John Merchant の言ト

かつて のICK の prezidantoとして エス 
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運動に多大の貢獻をした英國の同志John 
Merchant氏がなくなられたことはエス3E動 

にとって大きな損失であった〇 彼はsincera, 
afabla, bonhumoraな性格で誰にも好かれた〇 

彼の譯著書には"Jozcfb Bhodes kaj la fruaj 
tagoj de Esp. en Angluĵo" Kompatinda 
Klein " " Tri angloj alilande ハ 悸ある 〇

東京府立第六高女工久語科

咋年四月からエス語科を設置して世間の耳 

nを聳動した束京府立第ホ高等女學校では今 

年は大々的にエス語科クラスを募集すること 
になり入學志願者へ渡す印刷物q中にもエス 

語を敎授する理由を明記したものを與へ且入 

學願書中にも第1希望c英語、エスペラント 

何レモ希望セズ)第2希望1英語ヽエスペラ 

ント、何レカ希望)とに分け英語希望エス語 

希望かを願書の中へ記入させる樣にした。

そ刀結果は怎望者總數720名中英語志613 
名エス語102名不明14名他1名であった。

猶この女學校エス掘科問題は各地新聞にも 

記載され又いろいろ世間の評判になってゐる 

東京日日には1月30日に家庭欄に出て市河 

博士のニス語反對があったので東京の同志は 

反駁の投書をした。淺田一博士及高橋舉、矢 

め英男氏等の投書がのった。常にこういった 

機會にはかゝさず投書すべきだ。く別項新聞雜 

誌とエス欄參照。;)

エス譯から英譯されて上演される 

「洗濯屋と詩人］

來る3月2 口のロンドンのBBC放送局 

主催のラヂオ・ドラマ談演會に應募したCL 
Hinton 氏の率ゐるアマチュア劇團が束宮氏 

エス譯の「洗濯屋と詩人」を英課して上演す 

ることになって最近原作者金子洋文氏の許可 

をたのみにきたとの那。

お國童話エス譯・

石川縣兒厳硏究令編纂の「ぎんのお山」「こ 

がねの水」の二册のお國童話の中から興味ふ 

かいもの數篇をえらびエス譯して世界に紹介 

することが石川縣立圖書餡長中田邦造氏によ 

って企てられてゐる。エス譯は金澤エス會の 

手で目下着々進行中。

エス語星座名「天界」誌にのる

京大敎授山本一淸博士の主宰する東亞天文 

協會の機關誌「天界」の本年一月號に「新撰 

和エス辭典」の附錄にのってゐる「星座名一 

覽表」が轉載されて紹介された。之を機緣と 

して天文學者の間にもエス語についての關心 

が深まるであらう。之については尾道の同志 

松本氏の努力によることが多い。

第二囘沢太平洋佛敎靑年會大會記要

-•昨年の汎太平洋佛靑大會の記要が出た。 

Eckelmann氏のエス語講演の速記やエス語に 

關する議事の記載あり猶4、谷徳水氏がエス語 

支持の感想文を書かれたものがQってゐると 

の事。C中西義雄氏報)

大空文藝奉仕敎

「エスペラントを學ベ」と書《た裡を肩に首 

都の街から街を、マンドリンで流して步く名 

物男「大空詩人」永井淑氏は、丸山鶴吉氏夫 

人そろ他の人々と、不遇の人々を慰めるため 

敎弘1を作り、それにエスペラントでScrvo- 
grupo (Senpaga) de Grandĉiela Arto (SGA) 
C大空の文藝〔無料〕奉仕敎團)と名づけられ 

た。そのコミタターノ中には、指笛で知られ 

る田村扌旨聲氏その他數名のエスペランチスト 

が加ってゐる。詳細間合せは、世田ヶ谷區太 

子堂町116永井淑氏あてのこと。

エス語を話す米人僧侶

嘗て四年前京都大德寺に滯在しその後支那 

ビルマ、印度ゝ西藏を巡歷した米人佛敎僧弧 

雲ゝ默齋兩氏は咋年12月末突然歸米の途匕 

京都に立より中原氏をとひ更に柴山氏をとふ 

た。そして「近年東洋民族の發展は實にすば 

らしい。これは西洋語が東洋よりの退步をも 

意味するだらう。十年廿年先の英誌の運命を 

思へば英語國民は今よリエス語の必要を知ら 

ねばならぬと思ふ。歸米後は大いにエス語の 

普及につとめたい」と語ってゐた。

「現代思潮とエス」座談會

1月21【I19時半から名古屋ルーマ・ク 

ンシード主催で名古屋新聞後援の下に同新聞 

會議室で「現代思潮とエスペラント」につい 

て座談會を開いた。出席者30餘名。金子口 

夢氏を中心として名古屋エス界の權威者によ 

り非常に有益な座談會をもった。

尾崎氏の開會の挨拶についで白木氏司會の 

下にまづ矢崎氏が醫學方面のこと TEKA, 
IMRのこと等を語り次で山m弘氏實業家と
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Lての立場よりエス語をときマヨール氏が歐 

洲エス運動をのペ灭野電話局長が風際能話と 

音話の問題をとき最後に金子氏がM界文化と 

回際語の必要について論じた。C寫讥參照）。 

猶この事につき22 口の名古屋君聞に記那が 

でた。

新興佛敎靑年同盟大爾

1JJ19 ロ東京で開かれた新興佛敎靑年同 

盟第六回大會に決議の議案中國際主義?精力 

的高揚といふ問題の中に「エスベランbの普 

及」といふ項目がおる。

全國各地報道

投稿注ま:

】・日本文にて•なるべくハガキで•迅速に•簡軍に。

2. 締切大震的月18日（ifi.18日以越到著のものも 

のせることあり）。

3. 地方命誌も以て報迸に代ふるをえず。

4. 易覆け!S紙なきもの（裏に必ず垃疏己入の礁）爲

豪は返送せす資料として谋存す。

审* ★中華留日世界逶學愈•一1月16日 
爪小 から3月中句迄第二期講習を日本工 

ス學會講習室で開催。火木土16-8時中等（岡 

本、中垣兩氏指導）18.5-20.5時初等（顧、中 

垣兩氏指遵う科をやってゐる。

★アルヂエンタ會一2月8日矢島氏が英國 

能の電氣技術者Thomas Mason氏をともな 

い出席。彼を圍んでいつにない旺かな會であ 

った。出席二十名。

★クララ色——2月10日大阪の多田継歡迎

钮と京在婦人同志の栽睦會とを细ね新橋胡荻 

堂二階に開僦。出席12名。仙臺必貫嬢、橫 

濱村上孃、束京の萬澤ゝ磯部.長谷川孃、池 

FT!夫人クラ、年の5名を加へ仲々盛會。尙 

席上□本エスペラント歸人聯盟結成の挺案あ 

り、種々討議の上可成り具體的に進抄。紀念 

撮彫20時散會。多H!孃を銀座へ案內、東京 

騒に見送る。

★ルーマ.ロンド——2月8 口夜エス文學を 

語るタをもち三宅氏のエス文學槪論中垣氏は 

自作の創作發表ある。

★ニホンバシ•クンシード----1月24日創

立。每火曜18・20時。江戶橋際風月喫茶店に 

て。
★アサクサ・クンシード----2月2!日創立。

佑门前明治製菓二階で。當日は十數名出席。 

每金曜19-21時にやる〇

Restoracio Parizano
東京の新橋驛前のレストラン•パリジアン 

のkelneroとして秋田縣の秋北エス會を主宰 

してゐた村上孝夫氏がゐる。そこのmastro 
はフランス人でとても古いesp-isto C大分單 

語を忘れかけてゐる）でちる。お客も外人が 

多いそうだがエス語黨はわないとか。ぜひ束 

京の同志諸君もそこへ出掛けて叶人を片っぱ 

しから緣化してはいか¢ですか。C電話は銀座 

339 番）

Ne-katolikaj Kristanoj !
Se vi deziras inibrmoĵn pri la katolika 

religio, vi povas ricevi ilin senpage de la 
Sekretario de K Internacia Katolika Informejo.

Skribu al: Fratulo M. Monulfus, & la 
Instituto Sankta Nikolao, Oss, Nederlando.

木全少將の計

我が熱心な古い同志隣軍少將木全多見氏は 

去る2月7日81歳の長壽を終へられた。 

同氏は大正十年六十六歳でエス誌を學ばれ大 

正【•一年一月以來今H迄學合々員で長く小田 

原町に居住されたが近年東京市へ轉注された 

同氏の今年の年賀狀中にもエス語に音及され 

てゐるのを見て如何に熱心だったかわかると 

思ふ。猶令息白羊氏も我々の词志である。こ 

こに御遗族の方々に诔く哀悼の意を表します

ご:冷 ★ Verda Jupitaro----- 木谨例合!月
忖"貞16日RO.誌の增頁計畫とJ E I.會 
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員募集の件に就き協談。出席U名。023日 

間投詞に就いてC鈴木靜雄氏）出席口名。 
030日自由會話。出席5名。〇2 JJ 6日自 

由鞭話。Fabeloj II!の輪議を開始。19時半 

より約40分。出席8名。〇13日輪讀後磔 

譯硏究C田山花袋——再び草の野に）出題佐久 

間氏。出席10名。

★ Rondo Amikina 新年相談會を1月26日 

14時半森永キャンデーストアに持つ。出席 

6名。輪讀迪の變更。用書の相談。16時敢 

會。輪讀會ーー毎木曜17-19時。メッセン 

ヂヤーボーイ爭務所階上。用Historio de 
la lingvo Esperanta.現在會員數11名C內 

學會々員5名）（會計;）扳本春枝C例會）坂本 

忠子〔記錄）吉川節。

★英國同誌の來訪——2月上旬入港のr.o.汽 

删Cathay號に同;ぶの上船して居ることを矢 

島氏より知らせありU.E.A.の富盛氏2 JJ 7 
I!同船を訪れる〇 Thomas Masonと云ふ靑年 

電氣技手だ。歡光局へ“Japanujo”を中込ん 

で來たので判る。BE.A.とU.E.A.の會員だ。 

この日吉出鹽川氏等と歡談。日はElek- 
tra-Esp-Grupoの同志數名同船を見學〇なほ 

同氏は再會を約し、12日神戶へ向け出帆。

★藤棚ロンド——會埸の都合により一時休隣

今夏の日本エス大會

0下東京及名古屋の同志の參加者の便宜を 

計り鐵道及做光協會と相談の上大カラバーノ 

を計畫屮〇日本大令についての立見御しらせ 

下さい。3月末日迄に。參加受付は旣に開始 

中。なるべく參加費50錢を早く排込れたし 

參加章は7月屮旬お送りする。

第24囘日本エス大會準備委員命 

札幌市南四條西十四丁目相澤治雄方

丹山リ・★札幌エス會一1»巧日初例會 
不し忱を開く。029日出席8名、内婦人 

5名。〇2月5日日本大會に備へてテキス 

トを用ひず會話練習。ひ6日代議士候補者へ 

エス語の意見を間ふ。◊會員增加運動は好成 

績で17日まで9名である。

★小梅エス協會——2 n15日福E 
小陪方に總會を開く 〇净務所は從前通り 

綠町4 ノ1坂下方。新役貝、會長坂下淸一 

幹事・邊見敏男、高橋要一、藤川哲藏、小安秀 

桐野興太郞、江口音吉、福田仁一の諸氏。◊ 

この總會後小樽エス髓盟創立委員會を持つ。 

現存小傅に分立せる佛敎、海事、會話の諸画 

觀の團結を計り一致協力わがエス運動に盡痒 

せんが爲めに。

★小植エス血話會ーー會場を稻穗十字街 

Olimpie喫茶宝に變更、每月ヽ第二、第四の水 

曜19時から。

★小覆佛激エス會ーー今囘札幌刑務所敎務課 

の希望に依り同所に就.殳中のesp-istojの爲に 

La Lumo Orientaを今後引績き寄贈すること 

、なった。◊例會は每月7,14, 21,28 R19 
時より运德寺書院に持つ。每囘出席者約1〇 

名。◊小构［エス文曜の設立——2月15日よ 

り福田氏宅に。收容册數3?册。1册1週間 

3錢の講諛料。料金は新本の購人費に。同志 

諸君の後援を粟む。

★苫小牧エス官一!n n n19 
占 ハイ丈 時岡坦氏宅に本年度第一囘月例會 

を持つ。出席者4名。最近に於ける各會員の 

不振打開ヵ法。學會上りの間台せに就き協議。 

尙工業生指導は今後鈴木春吉氏が擔當。〇1 
月18-25日初等講習。1月19-28日中等溝 

習。〇2月7目議員候補者へ質問書發送。◊ 

1n 9日岡垣氏札鐵エス會の阿部、村山、太 

丸三孃と共に志文の岡本氏を訪ひ・來るH本 

大會に備へるべく會話練習並びに同大會に關 

し懇談。

叱冲 ★帶廣エス會——1月31日大吹雪 
W夙 にも狗らず塚田會長宅へ參集。フラ 

ンス篇齢讚。文库圖書50册突破祝賀會開儡 

婕て設立さるべき圖書室の爲祝ふ。ひ2 JJ 2 
日仝帶廣スケート大會にわがcani pion inojの 
堀中孃を先頭に黑澤、紺野兩孃はいずれ1綠 

星旗ひらめかし、本會婦人部の意氣を示し、 

人々の注目の的となった。日我々一同は 
片手にスキーを.片手に綠星旗を打ち振り、 

驛頭へ集合・佐幌丘綠化の征途についた。車 

中では大いに氣焰を上げる。一同Esperoを 
合唱しっゝ頂上を征服、タギージョを合唱し 

っゝ歸途につく。C佐藤松男記） 

小母 ★金澤エス題ーー1B16「［本年最 
血/辛 初の例會を石浦町石川貯蓄に持つ。 

猛吹雪、出席5名。中川純次氏久振りの山 

席。伊藤春夫氏、東京より歸へられて始めて 

出席。一年振り。023日例會出席3名。◊ 

1丿J 30 ロタ東京矢島氏來澤、公用にて命口 

へ知らせる暇もなく由比、田中、坪田、松田 

の諸氏と丸越食堂に於・て歡談・2時間にして 

歸京さる。後、石川貯蓄に例會を持ちfabeloj 
の飜譯の割當その他協議。出席4名。の2月 

6日例會出席7，名。近藤孃、永島氏初出席。 

通譯の練習、色々面白いesprimoが飛出し爆
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笑。〇13日例會出席8塔。◊桝野、淸水、 

松田ゝ長谷川の諸氏元且早々フランスバーに 

て金澤醫人病院長石川博士、林北國新匱社長 

と顏を合せ、エス論にメートルを上げる〇尙 

石川障士は元同志でInernacia medicina remo 
の名付親。
宀 * ★富山エス會----Vendreda kunsido
畐"Iは最近至極振はず遂に暫時休止。そ 

の代り今後每月15日19時より西町大丸食 

堂部に總會を持つ讐。〇2 JJ15日第1囘會 

合を持つ、出席9$。主として木年北降大會 

のことに就き協議。◊代議士候補者への質問 

狀は發送したが現在迄一通の返事もなし。總 

選擧後他の人達にも同樣の質冏狀を發送の豫 

定〇 ◊ゝhnln Kunsido エゾーボを使用中。 

このkunsidoは昨年・メソヂスト敎會主催の講 

習會以來のもの。本伶はこの成績に鑑み近々 

Ĥ本キリスト敎會へも働きかけ出來れば同敎 

會主催の講習角を開き度い老へである〇

第十囘北陸エスペラント大會務報

期日ーー5月上旬C日滿博開催期間中） 

場所——富山市にて

詳細は逐次發表ヽ大修に對する勸吿その他 

を希望す◊通信は富山局私書I函第二十ハ號富 

山エス會宛のこと

タ ト只 ★名古屋エス鄧盟ーー1月17日 
石 凸屋 19峙半束新町角サンポウロ喫茶店 

に委員會を持つ。代表出席者は醫大及ルーマ 

の二會の爲懇談にとヾめ、エス詔放送、オリ 

ムビック大會エス採用の件に就き協議。 

★名古屋エス會——每火曜夜、中區鐵砲町2 
丁目白木氏力で输讀會。2月4日から《イ 

ワンの馬鹿かをよむ。出席每囘數名。日 

事務所を中區鐵砲叮2の25白木欽松方へ移 

す。尙編輯部用の赤塚郵便局私書固は廢止。

★ルーマ•クンシード--- 1月28|JよりHero-
eca Junulo en Orientoを使川。◊名古屋新聞 

販實部階上に於ける會合は初・中等講習を主 

とし、冋君を引績き使用屮。◊】（）日創立四周 

年紀念茶話會を名古屋プレイガイド集會室に 

もつ。黑田氏司會Cl） Espero （2）挨拶C3） 
經過報告C4）今年度役員決定C5）餘興。23 
時半散會。出席18名。尙名古屋新聞記者大 

石、井伊兩氏來賓として出席。

最タ ★桑名エス•クンシード——1月19 
聚心日19時新年第一囘會合を持つ。四 

日市より福田ヽ吉岡兩氏來會。出席7名。講

習會開催、機關誌發行ヽ雜誌囘覽の件に就き 

協議。次に北勢の同志の團結を計り北勢エス 

ペランチスト聯盟を結成の件可決。今春四日 

市大博覽會開催中に第一囘總會を持つ豫定。 

後例會に入りゝ會話練習。京大の同志松岡君 

寄贈の京都コスモのチョコレートに一同喜ぶ 

〇 2 n 2 tl19時五井氏宅。出席3名。會 

話練習。四月開他の豫定の訓習會に就き協議。 

プて口 ★奈良エス摩——奈良エス運動も昭
>J'氏和？年の事件以來さJばり振はず 

現在3名。而し每金曜宮武氏宅に「屮等讀 

本」の論讀會あり。

京都エス聯盟1丿J例會C西村氏撮影）

ナ旷 ★大阪エス會一128 口上海 
フ、吹 Jardinc, Matheson 會社離舶部に勤 

めゝ上海Esp. Ligoに屬する換國同齊F. W・ 
Ebner氏來訪。舊知兒烏他？名晚赛を共に 

し、例會に案內〇 !4程の通り先づInterpopola 
Konduto輪讀の後 Ebner氏のsalutoあり〇 

珍客を逸せず二次會を持つ主客交歡。會話に 

も油が乘る。前囘來朝の時より東洋人の影響 

によりドイツ話流惡挪淸濁咅の混合が餘程少 

くなったのは更に愉快。ひ2月4 口總選擧候 

補者に對する文書發送に大雪の一夜を過す。

〇2 丿］11日新刊 AELA の ?lena Gramatiko
第壹部Kaloscayの發普篇に就き進B Collin 
son並にPassyの著書に基き批評を發表、川

崎と大いに論を鬪はす。出席者も多く賑ふ。

3月徐告 03刀17日18時第三火曜口北濱 

野村 ピル如水館にて Komuna "Vespermanĝo. 
後、平野町しa Trapezoで會話會、其他毎火璀 

19時天六市民館に例會Clnterpopola Konduto 
輸讀他）但1〇 IJ OE.S.總會。

★新星會一久しく休んで居た週例會は今年

1月から復活。每週土曜Ŭ19時用書の《Al 
Torento»鑑賞ヽ目下出席者4-5名。月例會 

は每月20 H19時櫻橋農園フルーツパーラ 

ー二階に於て命話を主とする集ひ。會員の確

立と會寶領收を兼ねての會員證を目下製作中 
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本年度の役員、會計山口氏例會編輯竹內氏通 

信兒島氏。

〒巾门 ★神戸エス協會——匹月19日例训
皿ヤ 出席7名。宮本氏ザ祭會計報吿。ザ 

祭の批評等雜談。新年初例會1月9 口。◊ 

1月3日會長月本氏宅に新年宾窃を持つ。大 

阪・進藤、川崎・桑原、福原孃諸氏。神戶、 

月本.安田、宮本の諸氏16名。新春に輝く 

吾等の運動は開始さる。月9日例會川席 

7名。〇16【I例會出席4名。〇23日例會出 

席9名。◊講習會開催、講師中村氏。3 }] 
10日より2ヶ月、每火・金曜19-2!時。當 

協會に於て。費、敎材共2圓。ひ25 口上海 

より來朝のEbncr氏を會長宅へ迎へる。最 

近の上海のエス運動を聽く。出席4名。ひミ〇 

日例會出席7名。013 □例會出席9名。 

Ebner氏も見える。同□ 9時入港の汽船 

Cathay號のMason氏を訪れ19時當協會來 

訪の約を得て.Ebner氏等と待ったが來なか 

った。

F1, ★戸畑エス會——北九州の同志の2 
71731,月例會は八幡市通町口ハ幡エス會 

岩崎氏方に16 n19時より開く。學會々員 

の充實に就き協議。後、會話練習。硏究等あ 

り。出席ハ幡3名、小倉1名、折尾1名、 

戶畑2名。

吳
★吳エス會——例會・毎土曜19-22時 

東畑町1矢野氏方、瞬講（La Fundo
de 1'mizero) 0!月19 H 出席 8 名。〇26
日出席3名。3 JJ1II出席4名。〇8 ロ 

出席5名。〇15 II出席5名。◊今囘會長に 

福島信後氏ヽ副命長に高橋彰三氏就任され、 

兩氏の奔走により顧問に、市長松本勝太郎氏 

貴族院議員水野甚次郞氏、前代議士渡邊伍氏 

外20名の名士を推戴。新會長の下に近く活 
揃を開始。

ハ、本會正會員に無料配布。二、年«KIMを 

納むるを準會員。ホヽ希望する地方會へ1部 

配布。へゝ他會と新副雜誌交換。住）日本べ 

ンクラブの勰譯にエス語採用を要請する事。

熊本工業の同志（右端坂崎氏）

ナ谕 ★大連エス議——會場の都合に依り 
入规 口下輪讚會休止。近く再會の豫定。尙 

1月末淸津より同志人谷正一氏を當地に迎へ 

たことは本會の輝かしい前途を思はせる。

第八囘滿洲エス聯盟總會

時□——3月2!日（土う春季皇靈祭 

所——奉天、富士町、滿洲醫科大學內・ 

催——午後2時より總會・後餘興、晚瓷會 

あり、費二圓の豫定

週信は奉天ゝ滿洲醫大ゝ安部淺吉氣付

大會準備係宛

ザメンボフ祭

整理の手ちがひその他郵便事故のため揭載 

のおくれたことをおわびします。

桑名
★桑名エス•クシードー;12月15 ロ 
19時旭ビルにザ祭開催。出席12名。

高知
★高知工スクラブー1月26日14 
時中島町カフェーブラジル特別室に

四H市より福田、吉岡、山本ヽ佐久間の諸氏

一週間前東京上り來られたS・ino松本、桑名

懇談會を持つ。須崎ゝ赤岡より同志集る。CD 
Etimologio 硏究——estro, precipe 蔽HI會長 

（2）大阪エス界現狀ゝ辻氏C3）國際通信ヽ橋

山氏C4）躍進Ŭ本とエスペラント.井澤氏 

C5）內外エス界の前途、松本氏。縣立圖書館 
へエス書籍孵入のpetskriboにsubskribiす 

る〇記念撮影。!7時散會。
“才 ★熊本エス盒——2月10日神尾氏 
熙卒宅に懇談會。出席10名。協議事項 

——Cl） adresaroに就き（2つ支部設立規約 

C3）機關紙《Ls Vojo»に關しイ、しa V ojo 
は四季に發行。口、不定期にinformilo發厅。

中學より後藤、松本の兩君。Cl） Espero （2）
自己紹介（3）挨拶加藤氏C4）ザメンホフ 

に就いて 福山氏C5）エス文通に就いて 吉 

岡氏（6）餘興C7） Tagiĝo
冲p ★廣島エス會一Cl）ザ祭GOJ.E.I. 
坎3 特使久保貞次郞氏歡迎會（3）「星影」 

編揖長奧村林藏氏著事瀨层正三氏入營祝賀會 

以上の會を・吳エス會と合同、12月14 U 
19時金座街大隅洋冇喫茶部に於て開催。偶商 

用で來合せたOE.S.の進藤靜太郎氏の出席 

を得て、圖らずも吾國エス運動第一線の束西 

の兩雄を迎へ稀に見る盛會であった。く1）會
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右よリ〔前列〕小林、瀨届、奧村、久保ゝ進藤、星 
加、近藤、黑田。〔後列〕佐々木ゝ野村、藤井.高 
橋、大富・矢野・村上ヽ加藤、小出、玉井、池旧の 

諸氏。

翌。19時高K（會長の拶挨植田 

氏のザ博士略傅山中氏詩朋献 

次いで10年度中の功勞者と 

してFH中ヽ後藤、岡村、西、 
弧、佐藤、中川、藤原、井手 

尾、松尾の十氏の表彰式をな 

す。續いて數氏の感想談あり 

餘興に興じ2時散會。（前號寫 

直洋照〉

街のエス語

★千駄ヶ谷シンガーミシン營 

業所（溢谷區千駄ヶ谷町3の 

49りの「基賢敎新聞」の廣吿

長高橋博士の開會の辭C2） Espero C3）黑山 

幹がの朗讀《Prego sub la verda standardon 
く 4）吳エス會矢野泰氏・ミサ、ロンド小田信 

三氏、奥村氏の挨拶（5）村上氏のparolado 
（6）記念撮影。次いで進藤氏エス語にてEsp> 
istojの進むべき道をZamcnhofaĵojの精讀を 

强調。最後に久保特使エス語にて挨拶。後邦 

語を以ってJ.E.I.の運動方針、地力・會との連 

絡等に就き說明と希望を述べ、深更に及び野 

村幹事の閉角の辭。進藤、久保兩氏を奧村野 

村氏本命を代表し見送る。C上揭寫杭參照）。 

む旷 ★宮靖エス會一12 15 H19時半
1J 1 Ĵ 郡司氏宅にゝ第5囘總會を嫌ね、本 

年はmodesteにザ祭開催。出席19名。司 

會崎村氏。（1）Espero C2）開命の馬*杉田氏 

（3）總修決議来項可決。役員選定、（會計）渡 

部（庶務）川野、菊地（機關誌）山下（文庫） 

杉山（4）ザメホフ漫談、杉山氏C在獨の會長 

日野博士の親友北尾敎授來賓としてお話C6） 
自己紹介（7）外阈文通經驗談、杉⑴孃く8） 
閉會の辭、杉田氏。

旭川エス會ザメンホフ祭

层醯 ★長蹲エスクラブ一規月15日17時 
以"可成隣倉館にて。久保特使の來崎の後 

とて豫想外の盛會。40名。數名の會員が徹夜 

でつくつたリテラ塔（Litera turo）を立て噪 

に"Singer serving machine ‘‘ estas la plej 
bona sewanto en ciu hejmoとエス文が入っ 

てゐて仲々面白い。
★鮮文:■三千里」のエス欄——旣報の如く「三 

千里」2月號からエス欄ができた。卷末12頁 

である。同誌は菊版300貝の大册ですべて鮮 

文で書いたもの。エス欄は對譯になってゐ 

る。その內容は編眸部のエス欄の辯及歐洲各 

國の同志よりの手紙。外に金東仁原作全億氏 

エス課Batatoあり。C價30錢、〒2錢。發 

行所京城府鐘路二丁目九一三千里社）。

新聞雜誌ピエス語

〜本欄宛の材料御送付を乞ふ~

★河北新報Cl月3!日）一ーエス語を正科に 

（東京府立第六高女の爭）（記事）

・東京日日新聞（1ii 30 U）ーー同上記寥 

——中に市河三喜氏の意見發表あり〇

★東京I」日新聞（2月6 FD——エスーー 

淺田博士投書。

★東京U H Si聞（2月11日城北版一女學 

校の外國譜（投書）

★醫藥新報C2月1日）一國際醫學雜誌日 

本で出る爭（記事）

★北海タイムス（2月13-14「|）—正課に 

なったエスペラント（寄稿）

★サンデー每日（2 JJ 9 Fi號 ——女學校と 

世界語（阿部眞之助氏）

★南國 □ 報 Cl丿）24 H, 2 J11 ーーエ 

スペラント及その實際について——ユスッー 

ロ •ウー氏

★大阪每日新聞（2月12 ロ三河扳）一世界 

卅五ケ國にニッポン紹介——小林淸氏につい 

ての記事 （以下3!頁へ）
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本誌增頁の爲新維持員御勸誘下さいました下記の地力會の方々と維持員の方々に誌 

上を以て厚く感謝致します。お蔭をもって豫定の百名を突破し百四十五名（外に未 

定3名）となりました。それで本誌も本年中は本文40頁を持續することができます。

財團法人日本エスペラント學會R・〇.編輯部
・印は正維持負

東京 ★東京鐵道エスペラント會（大島完一む髙擒菊滅れ鎌田秀治わĤ瀨附、林秋雄、藤 
田春雄、野上道子・橋本壽治の8氏〉
★クララ會:一C井千枝子、加蕃孝一の2氏）

★エスクラビーダ•クルーボ（篠田漿通氏］

女慶應醫學部エス會C川上理一貪 都川正の2氏）

（深川武夫氏）

橫演 ★橫涼エス協會C三橋專藏、吉川節・溢谷富子、坂本春枝・宮崎二郞叫 佐々木幸太郞、 
石井道男关、並木竹次の7氏;）協會の中のYMCAエス會及アミキーノ會が努力されたこと

館野 ★日本エス學會館野支部as塚道弘、石井顯治、梅村基、大久保章、負田幸雄■杉浦政 

ー、矢部了、山本巖一の8氏）

仙臺・島貫淸子孃く2名）

盛岡 ★盛岡エス會C小原小二、安本靜江、伊藤敏夫、脇坂圭治の4氏）

札幌 ★札幌エス會C東隆ゝ木村喜任治、佐藤德治の3氏）

女札鐵エス會小森政雄、仁岸睦夫ゝ太丸マツ、後藤喜六の4氏） 

小樽 ★小樟エス協會C小安秀、髙橋要一・岡崎英治、木間源吾の4氏） 

苫小牧 ★苫小牧エス會（川原田區一郞、村山白助の2氏） 

帶廣 ★帶盛エス會C長谷川守・菅も寬、黑澤正子、佐藤松男の4氏） 

秋田 ★秋田エス會C根本穆氏）

新潟 ★新潟翳大エス會C帆刈喜四男.鈴木信一、渡邊宏の3氏）

★北越エス會C宮島桃助氏）

城端★城端エス會C野村誠四郞氏）

靜岡 ★靜岡綠星クラブ（岡部源吉・飯塚傳太郞の2氏）

金澤 ★金澤エス會（大崎一郞れ永島松太郞、相坂成盛、山田外吉の諸氏一未確定）。 

七尾女七尾エス會c松任幾久郞氏つ …ゝ

名古屋★名古屋エス會（鈴木宗彥、熊守湖の2氏う

★名古屋醫大エス會C福慶逸^.立松進の2氏）

四日市 ★四日市エス會C吉岡トラオ、神尾秋三、山木周太郞、稻垣奉吉ヽ井上政太郞の5氏） 

桑名 ★桑名エスクンシ-ドC伊藤貝三氏）

京都 ★京都エス聯盟C中原修司、赤圧熊長の2氏）

大阪 ★新星會C原正三.中本賢司、北村翠紅決、山本義郞沃、山口榮之助れ 竹田潮の6氏） 

黃大阪鐵道エス會C小宮知司、松木孝太郞.今澤武人の3氏）

岸和田岸和田エス會C西田亮披氏!

神戸 ★神戶エス協會C前田健一关、和田俊彥Ŝ上妻武治・の3氏）

處島 ★廣島エス食C髙橋謙、加藤愿治ゝ佐々木忠の3氏）

吳 ★吳エス會C村上芳樹、應和進・星加矛、平川壽、近藤正二、大澤一人の6氏）

高松 ★髙松エスクラブC平良文太郞ゝ廣瀨淸人、浮田勝造の3氏）

松山 ★松山エス會C村上シズ子氏'）
高知★高知工スクラブ（藤日穂二氏フ

久禎米 ★九州醫專エス會（磯部幸一氏） •

飯塚 飯塚エス會C都甲國久.小島德三郞・片山政子れ髙取春子、武內敏治、渡邊一の6氏） 

街橋 ★行橋エス會（豐守親、笹原大乘の2氏、）



大牟田★大牟田エス會C中川年男、白涼益夫・今里忠、今村芳雄、井上守・坂本春義、內村 

義雄ヽ梅崎村夫.石橋茂・田中忠義の!0氏)
熊本 丈熊本工ス會C大谷傳三郞、長崎たきヽ廣岡美智子ゝ關野六良・井上椒 藤芳文子、三 

浦隆、玉城淸子、河材光城ゝ演本和男れ本田正男关の!!氏)

宇土 • ★宇土エス會C江田威臣氏)

畏崎 ★植田髙三氏C河野吉男、岡村亲二西仁壽、後藤正彥・末次逸馬の5氏) 

宮崎 ★宮畸エス會(杉田笑子、菊池イネ子.本部令宣、川野繁男、兒玉安男の5氏) 

大津★大連エス會(森原奎二氏) な

奉天 ★長坂雄二郞氏C山本朝造ヽ上野潔士、小宮山正已、達井貞雄の4氏)。

新維持員氏名紹介

第二回發表

1月15日から2月15日までの會費拂込濟みの新入會者

〔普;)とあるは普通維持員、他は正維推負・拾弧內ば紹介者。誌面の節約上.敬稱省略。

東京大島完一、小林胖、蒲 

生英臥史文煜ヽ島貫きょ 

子.柴田省三

〔普:)阿万惣次威5 (水口俊 

明)・曲□幸吉

橫濱宮崎二郞C石黑捷三 

郞入石井通男

〔普:)佐々木幸太郞、坂本春 

江ヽ漩谷富子、並木竹治・ 

三橋專藏

吳〔普:)大澤一人、應和進ゝ 

近藤正ニゝ平川壽、星加勇、 

村上芳樹

名古屋 板津修二、立松進

〔普〕福慶逸郞、山崎佐一 

神戸和田俊次

〔普:)柳喜太郞、小林可也 

南洋中山長正、束秀雉 

廣島高橋議

〔普:!加藤博治

兵庫松田小三郞

〔普〕龜谷幾重

畏埼古屋野宏平

〔普:)佐藤靜子

苫小牧〔普〕川原田彌一郞、 

村上自助

京都〔曹〕赤田熊熱中原脩

离松浮田勝造 ・

久留米麼部幸一

北海道根木穆

千葉水口俊明

鹿兒島渡邊太郞 

大連吉村千代子 

宮城〔普〕大泉ハ郞 

穗島縣〔普:)大栗淸實 

三重縣〔普:)伊藤貞二 

飯塚〔普:)片山政子 

宮崎〔普〕川野繁男 

帶廣〔普:)佐藤松男

福岡縣〔普〕山中顯道

〔普:)野村誠四郞

香川縣〔普〕松原金次郞 

佐賀縣〔普:)山味彥一 

群馬縣〔普〕彌勤寺淸

四日市〔普3吉岡登良夫

新入會員地方別

「正」は正維持員、「普」は普通維持員、括弧內の數字は一月からの通計

〔都市〕C人口十莫以上の都市.人口順)東京正6普2計8(19);大阪〇 く4);名古屋正2 
普2計4 C6);斛戸に1普2計3 C4);京都普2 C3);横潰正2普5計7C8);廣島正1 
普1計2C4);褊岡〇 Ĉ1);長崎正1普1計2 C2);硒起〇 Cl);吳普6 C6);仙臺OCO； 
札幌〇 ¢2);鹿兒島正1〇)

〔道府縣〕北海道正1普3計4 C5);岩手OCI);宮城普1¢1);群馬普1<2);千葉正1 
(3);神奈川OCI);富山普1¢1);石川〇 Cl);山梨〇 Cl);畏野〇 Cl);靜岡〇 (り;三重 

普2 C2);京都〇 Cl);兵庫正1普1計2 C2);德島普1¢1);香川正1普1計2C2)» 
愛SOCD;猛岡正1普2計3C5);佐賀普1(1);大分OCI);宮崎普1Q);鹿兒島正1(2)

〔黠臺滿その他:!幸天0C2);大連£1Cl；;藝南0Cl);朝鲜0Cり;滿洲0〇);南洋正2C2) 
合計 正 22 C49) 普 36 ¢57) 總 計 58 ¢106)



のエス語に關する意見
今囘の衆議院議員總選擧に際し立候補者に對し次の樣な質問を各地方會及會員の 

方々にお願ひして發送した。
一. 貴ドは國際交通■運輸.商業.通信■學術・文化交換・外交その他國際生活の分野にお 

ける阈際語エスペラントの必要を御認めになりますか
二. 貴下は我が阈の中等學校乃外國語授業の全部又は一部を割いてエスペラントを課する 

ことに賛成なさいますか。

三. 其他エスベラントに關するĴ5下の御考へ
まだ全部囘答が集ってをらないが之迄に學會へ送附された囘答（猶一通も囘答に接 

せざる旨の御通知も二三參ってゐます）につき中間報吿をします。（2月25 ロ現在）

囘答をよこされた候締者氏名を賛否により分類次に記减します。（委しい理由その他は別にま 
とめて發表します。う（氏名の下殿を省略）

賛成〔東京!區）鈴木梅四郞ヽ藝が俊雄〔2區〕安部磯雄、森脇源三郞、長濱繁・長野高一 
〔3 ［ASĴ遠藤千元、山川大吉郞、安藤正純〔4區〕眞鍋儀十、淺沼稻次郎〔5區〕期波貞吉ゝ三 
上英雄、加藤勘十〔6區〕中村繼男、佐藤正、鈴木文治〔7區〕中村高一〔神奈川1區〕津久 
井龍雄、岡崎瑟〔千葉2區〕今井健彥〔茨城!豐田豐吉〔3區］風見章ゝ山本条吉、海 
老澤富次郞〔栃木2區〕木村淺七〔宮城1區〕菊地養之輔〔北海道1區:）岡川伊太郎〔新潟 
!區〕松井郡治〔富山2區」山111毅一、島FH七郎右衞巴〔わ川1區〕永井柳太郞〔授野3區〕 
小姻完次〔愛知4區〕小笠原三九郎〔三車1區〕伊枚秀五郎、服部米次郎〔大阪3區〕山根 
敏三.池崎忠孝〔4區〕手烏剛毅〔6區〕松田竹千代〔兵服4區〕淸瀨一郎〔廣島1區〕岛 

橋武夫〔高知i區〕池田賴信〔福岡1區〕松本治一郞、前H1幸作〔2區〕島勝太郞〔熊本 
2區〕上塚司、中野猛雄 

反對〔束京第1區〕橫井春野
將來エス語硏穽したし〔北海逍1區〕木下三四彥
未だ硏究せざるにつき解答しえず〔神奈川3區〕鈴木英雄〔栃木1區〕磯濒ー〔廣烏1甄〕 
荒川五郞
候補者不在につき阿答不能との代人よりの返事〔和歌山2區〕角猶之助 
白紙無署名〔茨城1區葉梨氏へ出したもの〕

上記立候補者に間合せを出していたV くため次の如き地方會及學會會貝各位の御助力をお願 
ひしました。こゝに厚く感謝数します。

〔束京〕學會〔京都〕京祁エス聯盟I大阪1-4D大阪支部〔5〕吹田鐵道エス會〔6〕岸和田工 
ス會〔神奈川13橫濱エス協會〔2〕林學氏〔3〕鈴木淸氏〔兵厳1Ĵ神戶エス協命〔2〕尼崎工 
ス會C33多木燐太郎氏〔4〕姬路エス命〔長崎1］長崎エス僉C23野田駿太郎氏〔新潟13北 
越エス會C23川又憲治氏C33關克己氏〔埼玉1〕浦髙エス會C33石川瑞技氏〔群馬1〕前原 
準一郎氏C23村上孝子氏〔千葉1,3〕千葉エス會C23高橋太一氏〔茨城13林傳平氏C33館 
野支部〔栃木1,2］宇都や;エス會〔奈良〕宮武正造氏〔三!K13四H市エス角〔2〕神都エス會 
〔愛知13名古屋エス會〔2〕山口竹千代氏〔3〕黑宮孝壽氏〔4〕大野弘得氏〔53小林淸氏〔靜岡 
13靜岡綠星クラブC33血山脩平氏〔山梨〕甲府エス協仟〔滋賀〕滋賀エス聯盟〔岐阜1〕岐 
早エス命C23新井憲一氏〔長野1.1長野エス會C23松代エス會〔3」飯島道夫氏〔4〕松本工 
ス命〔宮城13仙廬支部12〕南八郎氏〔福島13郡山エス會〔2〕五十嵐正己氏C33中井俊基 
氏〔岩手13盛岡エス會〔2〕熊谷冷光氏〔靑森13三田列大氏〔2〕谷山弘藏氏〔山形13篠 
田秀男氏〔秋川13秋田エス會〔2〕橫手エス會〔福井〕敦賀エス會〔石川13金澤エス會〔2〕 
七尾エス停〔富lli1J富山エス命C23城端エス會〔鳥取〕橫山車次氏〔心根1〕松澤省一氏 
C23川部佶氏〔岡山1〕岡山エス會C23桃J;勘治氏〔廣克W廣島エス會〔2〕吳エス會〔3〕 
尾道エス會〔山「】13野原休一氏〔2〕町山弘繼氏〔和歌山1〕小笠原譽至夫氏C23田中正美 
氏〔德品13大栗淸實氏〔2〕內田譽氏〔香川13高松エスクラブ〔2〕木村逝本氏〔愛媛13松 
山エス命C23松本冷鹿氏〔3〕北脇保喜氏〔高知13高知エス會C23松本冷鹿氏〔福岡1〕福 
岡支部C23飯塚エス會C33大牟田エス命（4］行橋エス會〔大分13大分エス會〔2〕別府工 
ス脅〔佐賀13菊地行藏氏C23久住久氏〔熊本13熊なエス會C23宇土エス伶〔宮崎〕宮 
崎・エス會〔鹿兒島13重松連一郎氏〔北海道13札幌エス會〔2〕旭川エス會C33函館エス會 
〔4〕室蘭鐵道エス诈C53帶廣エス會

以上の外にもいろいろ助力を願った地方會もあります。戶畑エス會では候補者田岛氏の好;® 
的囘答をえて早速同氏推薦のハガキを印刷、關係者へ配布されました。旭川エス會はみ會宛手 

紙類を返送して來られた。C理由不明。）



文例集價下げ
城戶崎益敏氏著「エスペラント文例集］改版に際し訂正 

に案外暇ごり暫く品切中のこころ第三版が出來ました。 
改版に際し從來の華麗な二度刷を瀟洒な一度刷に改め 

ました。それによって節約し得た印刷費の差額を以て定 

價を引下げるこ芒にいたしました。同書は重要な單語 

720個を選び，これに各數個の文例ご，その譯を加へた 
もので，單語の記憶，作文の練習等に缺くこ芒のできな 

い，定評ある參考書て'す。

エスペラント文例集改正定價80錢・送料6錢

なほ厂文例集」價下げに際し同書と同一內容の
「エスベラント單語カード」も二百個限り特價1圓50錢(送料內地!4 
錢,その他49錢)で提供することにいたしました。至急も買求めを!！

講習會の好期迫〇
——敎材には權威ある學會の出版物和・ 

生h!魁査 エスペラント讀本

多數の揷畫入のやさしい初等讀本。年少者の講習會用にも適す。

盂栗は戈 エスベラント中等讀本
笑話その他多數の讚物を蒐め興妹のうちにエス誌に習熟せしめる。 

&輯學部賂 エスベラント短期講習書 
ー適間乃至十日間の短期講習にエス語一般に通ぜしめる敎村。 

か坂狷二著 エスベラント講習用書

0.30 (2)

0-30 (2)

020 (2)

0-30 (2)
「エスベラント捷怪」と同一材料を2-30囘程度の講習會むきに配列。

城戶が巒 ザメンホフ讀本含三卷畫脇お
I.ザメンホフのss譯竹、!i.原作物、ni.ザメンホフに開する文獻の找萃で必讀 
の書。中、高等满習、硏究會、輪講會の絶好資戲。

小坂狷二 イ ソッブ物語 〇・25(2)
最も信賴すべき工ス譯に譯者自ら救切にして明快なる脚註を施したもの。中等 
講富の敎村・輪溝會の研究用書、saflFとして絕好。

下村芳司譯 エスペラント童話讀本 020 (2) 
トムサム竹語その他名高い西洋童話。Kalocsavの校閱を經たもの。文径蝕めて 
新舞。中等講習書として.又這钩として上乘。

下村芳司編 日本五大お伽噺 〇-20 (2)
「桃太歸」その他日本のお0D噺の譯。中等講富向。

霜性毀日本エスペラント學會



新着再着洋書

Rolf Nordenstreng:

LA HOMAJ RASOJ DE LA MONDO
四六判二百十二頁・用紙上等•印刷鮮明

寫負版數百個入・定價二 ［十錢・逢料六錢

エスペラントで出るべくして出なかった原作の人種學の文獻。平易にして卑俗に堕 

ちず,科學的にして生硬に失せない，良心的なー•般向き科學書である。和貌,遷格等 

肉體的方面から地上のあらゆる人種の特徴を說き,これを說明するに貴重な寫眞:版 

數百個を收めてある。

/ K・ Kalocsay — Waringhien :

LA PLENA GRAMATIKO
改正定價三團十錢•送料十五錢

第一囘入荷四十五部を忽ち賣りつくし暫く品切れのところ第二囘入荷。定價は別項 

廣吿のとほり新爲榕政策により價下げされたため,前囘の特價と殆んど大差ないこ 

とになりました。またも賣切れぬうち至急註文を。今囘の入荷は僅かに二十三部です

/ Fructier Grenkamp:

KOMPLETA GRAMATIKO
• KAJ VORTFARADO （特價提供）

定價二園・特價一囿五十錢•送料六錢

木書の聲價についてはすでに定評のあるところ，Plena Gramatikoと併せ讀むこと 

を打すすめする。特價は今囘入荷の三十部限り。

/ ENCIKLOPEDIO de ESPERANTO I-II
改正定價九画十五幾・送料三十三錢

エスペランチストの必ず備へおくべき木書が驚くべき廉價となりました。この機を 

逸せず,ぜひ，あなたの書架をお飾りください。

瓷爵于理峯哭日本エスペラント學會
電話小石川5415番



南部鑄鐵製 

ザメンホフ博士

浮彫肖像

鈴木心齋氏作・月光堂製

漆塗木額附外徑…23 cm. 

肖像面直徑.........14 cm.

2 RK]

B........... 1圓20錢

送料內地各14錢,內地外49錢

定彳

同志が壁にかかげて朝夕乙れを仰ぎ,常に新しい鼓舞を與へられるによ 
きザメンホフ博士の浮彫肖像。材料は世界に誇るべき南部鐵。同志鈴木 
心齋氏が；われらのmajstroに對する敬愛と熱誠を注ぎ乙んで作〇あげ• 
たものであるC ______________________

Ia日本エスベラント學會
束京本鄕 

兀町•一 電話小石川5415番

Girisyago kara tyokusetu romazigakino Nippongo e 1
(Romazigaki Seisy〇 I)

MARKO 16 cm x 10.5 cm

Hŭzoku-gwa 17

Atai 40-sen

Okuriryo 4-sen

no tutaeta

HUKUIN
Huroku no Kak让e, 

Teikoku・daigaku zyokyozyu, 
Kanda-Tateo

E4ri

■ ■ • fBungakusi, Iwakura-TomozaneYakusite く 
Oosima-Ĵsao
----------------- W A— 

Romazigaki-Taisyŭ-Sosyo----- 1, II, III

SUIKODEN
poketto-ban onono 1OO p・ 25 ・ sen

------------W 〇--------- -- ---------------------------------- 

Tos y〇 ・m okuroku sasiagemas u.

Hakko-moto : Zaidan・h6zin NIPPON-NO-ROMAZ1-SYA 
Tokyo-si Kodimati-ku Yŭrakutyo 1 no 3. Mitugasi Biru.
Denwa Marunouti 4 03 7. Hurikae Tokvo 2 1504



LA XXIII-A KONGRESO
DE

JAPANAJ ESPERANTISTOJ

OFICIALA PROTOKOLO

MAGOJA

La 22-24-an de Septembro, 1935



1

PREPARADO

Ĉe la XXI-a Kongreso en Kioto, Nagoj a Esperanto-Ligo proponis inviton de la sekvanta 
kongreso al nia urbo. Samtempe Kiuŝuu Esp.-Ligo ankaŭ proponis inviton, kaj ni kon
kuris. Ili havis pli bonan kondiĉon ol ni por okazigi kongreson, t. e. Nagasaki havos en 
aprilo de sekvanta jaro Internacian Ekspozicion de Industrio kaj Turismo, kiu donos 
bonan ŝancon propagandi nian lingvon. Ni decidis cedi al ili por komuna prospero de 

nia movado.
Ĉe la XXII-a Kongreso en Nagasaki, ni refoje proponis kaj akiris unuaniman 

akcepton de la ĉeestantoj. ゝ .

En la lasta jaro S-ro M. Inoue, S-ro K. Ossaka kaj eksterlanda samideano S-ro J. Major 
translokiĝis al nia urbo kaj donis bonajn konsilojn al ni, kiuj penadis prepari la kon
greson. Stimul让e de ili, kun freŝa kuraĝo ni plie koncentrigis nian energion. Tamen ve, 
tuj poste unue S-ro Inoue foriris de nia urbo, kaj poste S-ro Ossaka ankaŭ pro oficŝanĝo. 
Krom tio S-ro Ŝibata, ĉefredaktoro de Nagoja ĵurnalo kaj kiu estis ankaŭ unu el energiaj 
komitatanoj por la jpreparado, eksiĝis kaj translogigis al malproksima kamparo pro 

malsano.
Ni perdis iom da kuraĝo, sed ni daŭre kaj konkorde antaŭenmarŝis por sukcesigi la 

cehtan kongreson kaj la kongrestagoj fine venis.

PREPARA KOMITATO

Prezidanto: S-ro II. Jazaki.
Kaso, Informado kaj Korespondado: S-roj H. H. Yamada, ĉ. Takenaka kaj G. Izaŭa. 
Informilo kaj Kongresa ĵurnalo : S-ro M. Tanimura.
Kunloĝejo: S-ro K. Siraki.
Akcepto Ĉe stacidomo: Societanoj de Nagoja Medicina Fakultato.
Kongresejo (Dekoracio kaj aliaj aranĝoj): S-ro K. Siraki kaj anoj de Nagoja Luma 

Kunsido.
Fakkunsidejo: S-roj T. Asano kaj Ŝ. Hajasi. ・
Ekskurso: S-ro S. Macumoto kaj societanoj de N. M. F.
Publika Propaganda Kunveno: S-ro J. Miŭa.
Komuna Vespermanĝo: S-roj T. Naitoo kaj J. Miŭa. 
Memorfotografado kaj Ilustritaj poŝtkartoj: S-roj K. Haj asi kaj K. Ikeda. 
Insignoj kaj Sigelmarkoj: S-ro Ĝ. Takenaka.
Oratora Kunsido: S-ro T. Ueĵima.

: . -- PROGRAMO

LA UNUA TAGO :la 22-an de Septembro, Dimanco.
Kongresejo : Urba Publika Kunvenejo

8.09 Malfermo de la akceptejo
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9.00 —10.30 Malferma Soleno
1. Ĥoro de " Kimigajo n
2. Saluto de Prezidento de Prepara Komitato
3. Nomado de Estraro de la Kongreso
4. Saluto de Honora Prezidanto de la Kongreso
5. Saluto de Prezida nto de la Kongreso
6. Ĥoro de " Espcro "
7. Salutoj de Reprezentantoj de lokaj kaj fakaj grupoj
8・ しaŭtlego de Gratulaj Telegramoj kaj Leteroj

9. Ĥoro de " Tagiĝo "
10.30一!1.30 Ĝenerala Kunsido de Japana Esperanto-Instituto
11 30—12.50 Fotografado /

Komuna Tagmanĝo regalita de la Urbestro

13.00—17.00 Laborkunsido
18.C0—22.00 Interkonatiĝa Vespermanĝo kaj amuzaĵoj

LA DUA TAGO :la 23-an de Septembro, Lundo.
Kunsidejo : YMCA-domo

9.00—12.00 Fakkunsidoj
1.Literatura F. K・ 2.
3. Kristana F. K・ 4.
7. Budaisma F・ K・ 8.

F. K. pri a Enkonduko de Esperanto en mezgradajn lernejojn "
Scienca F. K. 5. Studenta F. K. 6. Farmacia F. K.
Fervojista F. K. 9. Medicina F. K,

14.00—17.00 Daŭrigo de Generala Kunveno de JEI (anstataŭ Oratora Kunsido)

la TRIA TAGO :la 24-an de Septembro, Nacia Festotago 
Ekskurso al ĴOOKOOĴI

8.00 Kolektiĝo ,je la Stacidomo Ĉikusa
8.30 Ekveturo al Ĵokoĵi
9.00 Alveno al Ĵokoĵi kaj al la Restoracio u Senzai-R6
9.30 Raportoj de Fakkunsidoj

Tagmanĝo kaj amuzaĵo
Ferma soleno

LA UNUA TAGO .
■

La 22-an de Septembro

MALFERMA SOLENO ゝ

Jam je la oka horo antaŭ la akceptejo de la kongreso tumultas multaj gesamideanoj 
el diversaj lokoj en nia lando. Laŭlonge de la koridoro, aŭ sur la verando antaŭ kon- 
gresĉambro pleniĝas gaja babilado.
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Grandaj 4< Verdaj Standardojv antaŭ la verando kaj malantaŭ la estrado; verdaj 
freŝaj pinarboj antaŭ la estrad〇・

Ĉe enirejo de la kongresĉambro, ĉarmaj infanoj disdonis al ĉiuj gepartoprenantoj 
la memoraĵojn (<c Japanujogvidlibro eldonita de de Japana Turisma Oficejo, subtasoj 
donacitaj de S-ro K- Siraki, k. a.), dirante en Esperanto " Bonvenon" aŭ u Bonvole "• 
Melodioj, kiujn gramfono senĉese forsendadis, al verda atmosfero en la kongresejo aldonis 

pli freŝan harmoniecon.
S-ro Ooiŭa, Uurbestro, kaj S-ro J. Sakamoto, ĉefo de eduka fako de la urbo, ankaŭ 

alvenis.
La malferma soleno komenciĝis de ĥoro de u Kimigajo・

Saluto de prezidanto de la Prepara Komitato.

Estimataj Gesamideanoj!
Mi havas honoron saluti al vi reprezentante Preparan Komitaton. Elkore mi 

esprimas " Bonvenon " al ĉiuj gepartoprenantoj.
Post kiam ni formis Preparan Komitaton sufiĉe longa tempo fluis, tamen rezultita 

nuna Kongreso estas difektoplena kaj nekontentiga.
Ĝenerale esperantistoj estas neriĉaj・ Kvankam ni havas interne pasion flamiĝantan, 

nia malforta ekonomio ne tiel bone konkordas kun ĝi. Plie ni &uj estis okupataj pro 
siaj okupoj. Ni ardadis, sed bedaŭrinde ni nur povis efektivigi ne ĉion. La ĝenerala 
al skalo de la nuna Kongreso estas malgranda, tamen ni celis aperigi intiman atmosferon. 
Estimataj gepartoprenantoj, bonvole akceptu nian sincerecon por komuna bono.

Due ni eprimas koran dankon al proponintoj, kiuj prezentis seriozajn temojn dis- 
kutotajn en laborkunsido. Unuj el ili certe ĵetos grandan influon al tutmonda espercmt- 
ujo: la aliaj malfermos novan fronton sur nia komuna movado.

Trie ni esprimas dankon al gesinjoroj, kiuj donis al ni favoran subtenon spirite aŭ 
materie, per kio ni apenaŭ plenumis nian taskon.

Permesu al mi nomi estraron de la Kongreso:
kiel Honoran Prezidanton, Urbestron S-ron Ooiŭa,
„ Prezidanton, S-ron H. H. Yamadat
„ Sekretariojn, S-rojn K. Siraki, Ĉ. Jui, S. Macumoto, M. Ozaki,ゝL Tanimura, 

T. Asano kaj G. Takenaka
Ĉiuj ĉeestantoj! ゝIi petas vian aprobon- (aplaŭdo)

Saluto de la Honora Prezidanto.

• R 辞

ザ“ンホフ轉士ノ前案セル富際語ハ未ゲ五十年ナラスシテ幾多同種ノ老案ヲー戢シ今ヤ全

世界ニ善及シナ其/使命ヲ逹成シブケア■マスコトノ、誠二障大ナぬ功業ト氨取スル夫第デア9 

マス我Siニ於キマシテモ旣二今區ガ第二十三回ノ大會ヲ迟ヘラレマシテ全国ヨ，其ノ道ノ裔威 
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者ガ御參集ニナリ種々御硏究ノ上氣勢ヲ揚ゲラレマスコトハ斯界ノ爲メ御同矍二堪へヌ所デ頗 

ル欣快ニ存ジマス

抑々國家二 リマシテ國語ノ重要ナルコトハ申スマデモアリマセン卽チ古來ノ歷史ユ依ッテ

培養セラレマシタル其國民精神ノ表徵トシテ其國二發逹致シマシタ言瑋ハ決シテ失ツテハナラ 

贞モノデアリマス世界各國ノ言葉ガ皆サウィフ生命ヲモッテ居リマスノ二科學ノ發達ハ日二月 

二世界ノ距編ヲ縮少セシメ國際ノ關係ハ時々刻々交涉ヲ深ウシテ參リマス卽チ人類ノ意志疏通 

ノ、決シテ限ラレタルー國語ヲ以テ完全二果サルペキモノトモ覺エマセン玆二世界語國際補助語 

ノ意義が成立!スルト存ジマス各位ノ熱心ニ唱導セラレッツァル「エスペラント」ハ實二此ノ間 

=活躍スベキ領野ヲ有シ然カモ語ノ成立文法ノ組織ガ極メテ簡易デアリマスル所ヨリ今日デハ 

旣二各方面ノ蜜用二供セラレテ居り世界文化二貢獻セル功績頗ル甚大ナルモノガアリマス

今ヤ我國ハ政治二學問二藝術二世界ノ文化二伍シテ毫モ遜色ナキノミカ正二世界ヲ敎工世界 

ヲ導カントスルノ慨ガアリマス之レ等思想ノ普及ハ實二「エスペラント」二依ルヲ最モ捷徑ト 

致シマス囊ニ國際聯盟•萬國赤十字會議・萬國商業會議等ニ於イテ「エスペラント」使用ヲ獎メ 

テ居りマスノヲ觀マシテモ如何二莫ノ勢力ヲ認メラレッツァルカガ能ク判ルノデアリマス

各位ハ此ノ希卑ノ光りヲ綠色二表現シテ綠化連動ヲ標榜シテオヰデニナリマスガ愈々其ノ普 

遍徹底二邁進セラレンコトヲ望ンテ止ミマセン

所感ノ一端ヲ述べテ祝辭ト致シマス

昭和十年九月二十二日

名古屋市長大岩勇夫

Saluto de la prezidanto.

Estimataj Gesinjoroj! Laŭ la voĉdono mi nun havas honoron preni la prezidantecon 
de tiu ĉi kongreso. Mi kredas, ke oni metis min en tian honoran rolon nur tial,ke mi 
iom longe laboradis por nia movado kiel servisto de nia kara lingvo, kvankam mi ne 
kapablis doni notindan bonon al la movado.

Antaŭ ĉio, kiel prezidanto, mi volas esprimi elkorajn dankojn al vi, ĉiuj ĉeestantoj, 
en la nomo de la kongreso kaj samtempe de Ia prepara komitato, ĉar la kongreso 
estas honorigita pro bonkora ĉeesto de niaj karaj samideanoj, precipe de tiel multe da 
eminentuloj en nia Esperantujo. Dank' al tio nia 23-a kongreso povis esti malfermata 
en tiel brila sukceso.

Ni, ĉiuj, hodiaŭ kolektiĝis el lokoj proksimaj kaj malproksimaj sub la sankta standardo 
en la kongresejo. Tiun renkontiĝon, kiom longe ni ja atendis! Mi kredas, ke certe tiu 
ĉi urbo estas la plej konvena loko por Esp.-kongreso, ĉar en la urbo iam naskiĝis 
Ilidejoŝi, kiu estas plej potenca heroo kaj batalis por ordigi nian tutan lando n. Ni 
esperantistoj estas ankaŭ senlacaj batalantoj por la sankta celo helpi la tutan homaron 
el la lingva ĥaoso.

Estimataj Gesinjoroj! Nagoja Kastelo mondfama pro sia glora imponeco silente 
staras en nia urbo, kiel vi jam vidis ĝin el la fenestro de la kuranta vagonaro, aŭ vi 
certe vidos dum la restado en nia kongresa urbo.

Mi kredas, ke eĉ la kastelo ĝojas pro la vizito de vi, kiuj celante la bonon de la 



homaro senĉese laboradas por konstrui pli grandiozan porhomaran konstruajon ol la 

kastelon en nia urbo.
Oni ne nur kontentu nek fieru pro la jam konstruita kastelo aŭ pro la nun bonorde 

farata porhomara konstruaĵo, kiu estas nomata Esp.-movado, sed memoru la jam oferitajn 

laborojn por ili.
Okaze de tiu ĉi malferma soleno, mi petas de vi permeson saluti al la animo de 

nia genia majstro, Zamenhof, kaj samtempe al la animoj de la sennombre multaj 
samideanoj, kiuj iam sindone bataladis kaj jam ne vivas.

Elkoran dankon al vi, ĉiuj ĉeestantoj, kiuj al la kongreso donis subtenon spiritan 
aŭ materian. Tutkoran deziron al vi, ke bonvole en kongresa atmosfero ĝuu plej 
varmegan amikecon kaj fratecon kun la ideo, kiu nin &ujn ligas. Tiel, kun altrespekto 

mi finas mian saluton.

SALUTINTOJ REPREZENTANTE FAKAJN AO LOKAJN GRUPOJN-

S-ro Kenji Ossaka de Japana Esperanto-Instituto, Fondacio Jure Personigita.
S-ro Takezo Aoki el Japana Esperantista Ligo Fervojista, Tokio. 
F-ino Miĉi Nogami el Tokio Fervojista Esperanto-Rondo.
F-ino Maki Manzaŭa el Tokia Esperanto-Klubo.
S-ro Oosaki el Universala Homama Asocio, Kameoka.
S-ro Kiŝo Kamimura el Esperanto-Propaganda Asocio, Kameoka.
S-ro Hidei& Cuĉija el Nova Stelo-Societo, Oosaka.
S-ro Jiniĉi Hukuta el Otani Esp.-Societo.
S-ro Kazuma Harada el Ligo de Tokiaj Esperantaj Kunsidoj.
S-ro Jukio Onoda el Societo de Orienta Kulturo.
S-ro Mikizo Sugijama el Jokohama Esp.-Asocio.
S-ro Haruo Aizaŭa el Hokkaido Esp.-Ligo.
S-ro Sukeharu Sugano el Kanazaŭa Esp.-Grupo.
S-ro Ĉŭnoŝin Jui el Elektro Esp.-Grupo. •
S-ro Takaŝi Tateiŝi el Kohu Esp.-Asocio.
*S-ro Toŝihide Kuŭahara el Oosaka Esp.-Societo.
F-ino Humiko Hukuhara el Orkidaro-Grupo, Oosaka.
S-ro Kaiĵo Nagai el Kobe Esp.-Asocio.
**S-ro Kenrjo Kanemacu el Esp-Grupo de Ootani Univers让ato. 
S-ro Kei Sibajama el Japana Budhana Ligo Esperantista, Kioto. 
S-ro Masao Hukuta el Jokkaiĉi Esp.-Societo.
S-ro Saburobei Ŝiho el Takaoka Esp.-Societo.

S-ro Toru Hattori el Kioto Esp.-Ligo.

De signo * al ** estis farataj en la tagkunmanĝo, kaj de signo ** al la fino estis 
farataj en la vesperkunmanĝo.
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S-ro Joŝimi Hajaŝi el Iĉiŝi Esp.-Societo.
S-ro Akio Ooba el Hokuriku Esp.-Ligo.
S-ro Kumajoŝi Akata el Heian Esp.-Societo.
S-ro Ukiĉi Nakamura el Ŝ：gaken Esp.-Ligo.
S-ro Sazo Jamamoto el Seisan-Gakuen, Kioto.

GRATULAJ TELEGRAMOJ KAJ LETEROJ.
S-ro M. Inoue, Tokio. S-ro 〇. Isiguro, Tokio. S-ro W・ 〇oishi, Tateno. S-ro K. 

Tanaka, Osaka. S-ro Itoi, Kioto. S-ro T. Kuribajaŝi, Macuŝiro, S-ro Okagaki, Tomakomai, 
S-roj C. Huĵisaŭa, G. Kau ahara, R・ Taki, Kobe. S-ro Masuno, Kanazaŭa kaj Patrino de 
S-ro H.ヾamada el Tokio sur la vojaĝo. Instiga gratulletero de S-ro K. Takahaŝi.

Nagasaki Esp.-Societo. Manĉuria Esp.-Ligo, Hoten. Morioka Esp.-Societo- Esperanta 
Societo en Ni igata Medicina Fakultato. Jokohama YMCA Esperanto-Grupo. Naoecu 
Esp.-Societo. Nanao Esp.-Societo. Tomakomai Esp.-Societo. Ucunomija Esp-Societo. 
Kanazaŭa Ina Rondo. Kanazaŭa Esp.-Grupo. Klara-Rondo. Mijazaki Esp.-Societo. 
Obi hiro Esp-Societo.

KOMUNA TAGMANĜO REGALITA DE URBESTR〇.

En ĉi-tiu mateno ĉe akceptejo ĉiuj partoprenantoj ricevis komplezan inv让okarton de 
la urbestro.

Post kiam ni estis fotografita antaŭ vestiblego de la publika halo, ni refoje kolektiĝis 
al la manĝohalo en la tria etaĝo de V sama konstruaĵo.

La manĝo estis sufiĉe luksa.
En la deserto S-ro J・ Sakamoto, ĉefo de urba edukad-fako, salutis anstataŭ la urb

estro, kiu bedaŭrinde jam foriris pro deviga afero. Li parolis la ĝojon, ke juna Komerca 
Urbo Nagoja ekpasis lastatempe ankaŭ al"Kultura Urbo ゝ havante kongresojn Je 
diversaj kulturaj movadoj. Plue li volis favoran helpon de esperantistoj en la okazo de 
Tut-Pacifika Ekspozicio, kiu estos okazigata en la postsekvanta jaro en Nagoja.

S-ro K. Siraki esperante faris dankosalutcn reprezentante &ujn invititojn.
S-ro K. Ossaka ankaŭ esprimis dankon al S-ro Sakamoto kaj petis favoran helpon 

por nia movado, rakontante sian antaŭan intimecon kun Ii.
S-ro Sakamoto refoje parolis la memoron, ke li ankaŭ ete lernis Esperanton, tamen 

pro okupateco li interrompis lernadon.
Post tio sub la prezido de S-ro J. Miŭa, estis okazigita salutoj de reprezentantoj de 

lokaj grupoj kaj deklamado de gratultelegramoj.

LABROKUNSID 〇.

Prezidanto: S-ro H. Jazaki
13.00-17.00
RAPORTO I-a: Raporto de la Komitato u por studi pri enkonduko de Esp. en mez-



gradajn lernejojn kaj kolekti materialojn por la afero
S-ro Ŝ. Inoue (Kameoka) raportis (vidu pg.10)
S-ro T. Haĵi (Oosaka) demandis, ĉu la lasta kongreso komisiis enketon de enkonduka 

metodo, kaj protestis, ĉu tio estas ne superrajta, ke la komitato jam decidis metodon 

eĉ pri lernolibr〇.

S-ro S. Ŝindo (Oosaka) esperis atentemna agon, notante malbonan onidiron pri kompilado 
de lernolibro, kaj plue esperis apartigi privatajn aferojn de la oficialaj, fine konsilis 
disigon de la komitato, ĉar libera ago estas pli efika. Li proponis du metodojn: 
limigi rajton de komitato, aŭ libere agi, disignante la nunan komitaton. Li rekomendis 
la lastan metodon, ĉar disigo de la komitato donos liberecon Ĉe agado.

S-ro Prezidanto interkonsiliĝis kun la raportinto pri la disigo de la komitato kaj pri la 

plua favora daŭrigo de la movado.

S-ro Ŝ. Inoue (Kameoka) klarigis, ke rapide interkomuniki estis malfacile, ĉar ne ĉiuj 
respondis tuj. Li opiniis, ke pri iuj aferoj oni devas interkonsiliĝi, kaj pri aliaj estas 

permesata propra decido.
S-ro Prezidanto raportis: Kvankam Hokkaido Esp-Ligo antaŭe prezentis al la Propara 

Komitato la proponon, ke ni petu al la ministrejo de edukado pri enkonduko de Esp. 
kiel laŭvola kurso en mezgradajn lernejojn, tamen H-E.L. detiris la proponon aŭdinte 
ke la temata komitato agadas jam aktive kaj konkrete. La Komitato estas petata 

ke ĝi pli energie klopodu.
S-ro J・ Okamoto (Tokio) diris: interkomuniko inter komitatanoj estas vere malfacila, 

tamen iuj komitatanoj agi arbitree stas malbone. Unue enkonduko, due lernolibro. 
Se oni sukcesos enkonduki, kompilado de lernolibroj facile sekvos.

S-ro Ĉ. Jui (Kanazaŭa) opiniis ke la komitatanoj ankaŭ havas respondecon kaj oni ne 
povas riproĉi nur la iniciatintojn.

S-ro S. Ŝindo (Osaka) volis voĉdonon, ĉu la komitato estas disigota aŭ decidi klare sian 
rajton.

S-ro Ŝ. Inoue (Kameoka) klarigis pli detale iradon de la laboro, laŭte legante leterojn 

koncem 让 ajn.
S-ro KL Ossaka (Tokio) esperis ke la komitato limigu sian rajton kaj daŭrigu plue.
S-ro U. Mijazaki (Tokio) volis reorganizon de la komitato・

Per vocdono "la komitato daŭrigu kaj limigu sian rajtonestis decidita de la 
plimulto de la ĉeestantoj.

RAPORTO 11-a: Raporto de u Speciala Komitato por alprnei projekton de Kongresa 
Regularo

S-ro S. Ŝindo (Osaka) raportis・(vidu pĝ.11)
S-ro K. Rondo. (Kioto) prezentis demandon pri la klarigo, tamen S-ro T. Kuŭabara reko 

mendis prokrasti ĝin ĝis la komuna vespermanĝo. Neniaj aliaj opinioj aŭ demandoj. 
Ĉiuj ĉeestantoj akceptis la raporton kaj daŭrigon de la laboro.
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PROJEKTO I-a: proponita de Hokkaido Esp-Ligo.
"Hokkaido Esp-Ligo deziras inviti la 24-an Japanan Esp-Kongreson al Sapporo "・ 

S-ro S. Aizaŭa (Sapporo) klarigis la proponon kaj ĝi estis akceptita kun granda aplaŭdo- 
S-ro Aizaŭa refoje stariĝis kaj dankis Ia unuaniman subtenon.

S-ro T. Tateiŝi (Kohu) esperis ke oni okazigu la kongreson en somera libertempo.
S-ro ĵ. Hukuta (Otaru) respondis ke oni jam havas planon okazigi ĝin en la komenco 

de Aŭgusto.

PROJEKTO 11-a: proponita de Tokia Esp-Klubo.

“ T.E.K. deziras inviti la 25-an Japanan Esp-Kongreaon al Tokio "•
S-ro H. Jaĵima (Tokio) klarigis, ke post du jaroj estas la 25-jara jubila kongreso kaj 

samtempe ni havas la 50-jaran datrevenon de la publikigo de nia lingvo, kaj petis 
subtenon, kvakam estas kontraŭakutime, ke oni proponas kongreson antaŭ du jaroj.

S-ro K. Ito (Osaka) diris, ke Tokio okz:gis kongreson antaŭ du jaroj kaj ne necesas 
havi kongreson post du jaroj, ĉar aliaj entuziasmaj urboj eble volos inviti ĝin.

S-ro K. Akata (Kioto) subtenis inviton de Tokio.
Nagoj a Kongreso estis preparita du jarojn kaj akiris ĉi tiun sukceson. Li opiniis, 
ke estas pli dezirinde, se pli estontaj kongresoj povus esti invititaj. •

S-ro J. Okamoto (Tokio) diris, subtenante la proponon, ke mono por la kongreso estas 

jam deponita pli ol130 enojn,
Per vocdono la propono estis akcept让a kun preskaŭ unuanima aprobo.

PROJEKTO Ill a: proponita de Kanazaŭa Esp-Grupo.

u Instigo pri enkonduko de Esp. en Olimpian Konkurson kiel oficiala lingvo 匕 
S-ro Ĉ. Jui (Kanazaŭa) klarigis la proponon.
S-ro K. Ossaka (Tokio) demandis procedon de la movado kaj proponis, ke oni faru tion 

per la kunlaboro de Nagoj a Esp-Ligo kaj Kanazaŭa Esp-Grupo.
S-ro U. Mijazaki (Tokio) proponis ke J.E.I. devas fari aranĝon.
S-ro Ĉ. Jui (Kanazaŭa) opiniis ke J.E.I. kompreneble helpos la laboron. Ni faros fundanv 

entan laboron, kaj poste petos helpon al ĉiuj grupoj en nia lando.
Per voĉdono Ia propono kaj samtempe procedo de la laboro estis akceptitaj.

PROJEKTO IV-a : proponita de Kanazaŭa Esp-Grupo.

“ Instigo de uzado de Esp. al la astronomoj, kiuj viz让os Hokkaidon por observi 

eklipson de la suno".
S-ro Ĉ. Jui (Kanazaŭa) klarigis la proponon.
S-ro K. Ossaka (Tokio) prezentis opinion, ke oni komisiu Ia praktikan laboron al Nagoja 

Esp-Ligo.
S-ro K. Siraki (Nagoja) diris, ke por NEL fari ankaŭ ĉi tiun laboron estas tro granda 

ŝarĝo, ĉar Nagoj anoj havas diversajn aferojn post la Kongreso, -



S-ro J. Hajaŝi (Mie) opiniis ke li volas komisii la laboron al la proponintoj.
S-ro Ĉ. Jui (Kanazaŭa) respondis ke KEG prenos la praktikan laboron sur sin. Per 

vocdono la propono estis akceptita.

PROJEKTO V-a: proponita de Hokuriku Esp-Ligo.
"Organizi la Esperantistojn en tuta Japanujo; formi federaciojn starigante 13 

distriktojn:一Hokkaido, Tohoku, Kanto, Tokai, Sin'ecu, Hokuriku, Kinki* Ĉugoku. 

Ŝikoku, Kiuŝŭ, Ĉosen kaj Manĉurio; interŝanĝi inter si adresaron p.
S-ro II. Kakuo (Takaoka) klarigis la proponon.
S-ro Ŝ. Hukuta (Otaru) postulis pli detalan klarigon, dirante ke la celo de la propono 

estas ne klara plie li diris ke la propono ŝajnigas, kvazaŭ nenia organizo ekzistas 

en nia lando.
S-ro H. Kakuo volis formi federaciojn kiel Hokkaido, Ilokuriku aŭ Kiuŝŭ, kaj volas aligi 

izolitajn esperantistojn al la organizo.
S-ro J・ Ilajaŝi (Mie) diris, ke la principo estas aprobebla, sed la efektivigo estas malfacila. 
S-ro K. Ossaka (Tokio) klarigis, ke ni povas klasigi la izolitajn esperantistojn al du 

specoj : tiuj, kiuj ne scias pri organizo: tiuj, kiuj ne volas aliĝi, kvankam ili scias 

pn gi-
S-ro H. Kakuo volas formi ligon tie, kie ĝi facile formiĝas.
S-ro U・ Mijazaki (Tokio) opiniis, ke formi ligon distrikte estas ebla afero, do li volis 

amendi la proponon, ke rekomendi tion en la nomo de la Kongreso.
S-ro ĵ. Hukuta (Otaru) diris, ke jam ni bavas filiojn de JEI en iuj distriktoj, sekve ni 

ne bezonas tian organizon.
S-ro K. Nlaeda (Kobe) opiniis, ke rezolcii tian aferon estas ne konforme al la eco de 

kongreso. Li volis aprobi, se la propono estas ŝanĝita, ke oni volas formi ligon en 
la distriktoj, kiuj bezonas ĝin, tamen li prefere rekomendis al la proponintoj detiron 
de la propono.

S-ro S. Ŝindo (Oosaka) subtenis la proponon de S-ro Mijazaki.
Per voĉdono la amendita propono de S-ro Mijazaki estis akceptita.

PROJEKTO Vi-a: propon让a de samideanoj en Nagoja.
“ Instigi Akademion, Lingvan Komitaton, UEA k. a. pri kompilado de plena 

vortarego, detala gramatiko kaj internacia stilistiko."
S-ro N. Tanimura klarigis la proponon.
S-ro ĵ. Major klarigis pli detale.
S-ro T. Kuŭahara (Oosaka) demandis, kial la vorto " 〇行ciala kiu estis antaŭe surmetita,

estas nun forigita.
S-ro J・ Major respondis, ke li volis studi la proponon kiel eble kolektive, kaj detiris la 

vorton a oficiala n per ies konsilo.
S-ro J. Hajaŝi (Mie) opiniis, ke tia propono estas ne bezonata, ĉar Esperanto en sia nuna
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formo jam sufiĉas por interbabili, ktp.
S-ro K. Ossaka (Tokio) diris, ke li intencis kontraŭstari Ia proponon, ĉar fari nomatajn 

aferojn oficiale kaj devigi tion estas malbone. Tamen la vorto “ oficiala ” estas jam 
detirita, do li volis aprobi ĝin en principo.

S-ro S. Ŝindo (Oosaka) rimarkigis, en laborkunsido trakti malsaman proponon al tiu, kiu 
estis prezentita al la Prepara Komitato, estas malbona ekzemplo, kaj li volis, ke oni 
neniam sekvu ĉi tiun ekzemplon.

S-ro N. Kaŭasaki (Oosaka) klarigis, ke li konsilis al S-ro Major el tute persona vidpunkto, 
kaj ne kiel lingva-kom让atano.
Per voĉdono la propono estis akceptita de la granda plimulto da ĉeestantoj. La 

teksto de F rezolucio aperis sur la paĝo 299 de la Revuo Orienta, 1935 kaj aperis ankaŭ 
en diversaj gazetoj esp-aj en la tuta mond〇.

RAPORTO DE LA KOMITATO

u por studi pri enkonduko de Esp. en mezgradajn lernejojn kaj 
kolekti materialojn por la afero ”

〔一 3中僚學校敎貝エスペランチストの名簿作成の件。

〔二〕中等學生5ケ年課程の敎科書編纂を實現せしむべく適鐵な人に依賴する事。'

〔三〕UEA 及びĈe-Instituto, Interna cia Pedagogia Asocioにエス語採用屮の或は"僭って 

採用せし學校の照會を依賴する事。

△これに就いては次の如き5項目を照會した。

1. Kiuj lernejoj de la mondo jam enkondukis Esperanton kaj de k诅m?
2. Kiajn tekstlibrojn ili uzas ? (Ĉu nia komitato ne povus ricevi iliajn ekzemplerojn 

senpage aŭ kiom kostas ?)
3. El kiom da klasoj konsistas la esperanta lernado ?・
4. Ĉu la lernado estas deviga aŭ libera ?

5. Kia estas Ie rezultato en tiuj aŭ aliaj lernejoj ?
以上の問に對してそれぞれ返事が來てゐる。

〔四〕我が國の中等學校にして旣にエス語を正課又は隨意科として敎授せる學校を調査し敎 

授の期間、敎科書、敎授法等參考事項を照會する事。

〔五〕なるべく地方の中等學咬長職員等を訪問してエスペラントに關する理解を與ふる事。

〔六1!文部省を動かす政治的工作の前提として先づ新聞、雜誌、講演等凡そちらゆる言論機 

關を利用して大いに與論を喚起する事。

△これも能ふる限りやって來た。そして學會發行の「中等學校英誥科問題とエス語」も學會に 

相談して利用した。そして今後も有効に使ふ。

C-LĴエスペラント採用の曉に於ける對內對外の諸方針を盛りたるパンフレットを出版する 

事。
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RAPORTO DE LA SPECIALA KOMISIONO DE
KONGRESA REGULARO

(I) . Preparaj laboroj ĉe la Kongresa Komitato en Nagasaki kaj ĉe la sekretario.
La 21-an de Majo, 1934, la Kongresa Komitato ekspedis per Ja rekomendita poŝto 

kun atesto de livero la organizan cirkuleron al ĉiuj koncernataj lokaj grupoj rilate al 
elekto de la reprezentantoj. Ĝis la komenco de Julio ĉiuj grupoj krom tiu de Kioto 

nomis siajn reprezentantojn.
(II) . Labormetodo: diskutoj pri ĝi; kaj la rezultato; nia principo.
Unue prezentiĝis propono, denove elekti inter la komisionanoj kelkajn redaktontojn 

de regularprojekto prezentota al la defin让iva decido de la tuta komisiono・
(III) . Efektivaj Laboroj jam Plenumitaj: Pri nia laborado super la regularo por la

Kunsidoj de la Kongreso;la ciferoj de niaj korespondaĵoj: 一 しa cirkuleroj: 8,la leteroj 
de sekretario: 23,la leteroj de komisionanoj: 45. .

INTERAMIKIĜA VESPERMANĜO

De la 18.30
En la kongresa ĉambro en Urba Publika Kunvenejo.

Tuj post finiĝo de P laborkunsido okazis la kongresa interamikiĝa vespermanĝo kun
■

129 ĉeestantoj. Kiam la stomakoj, kiuj estas ege malsatigitaj pro longa diskutado de V 
laborkunsido, iom satiĝis, post la saluto de V prezidanto S-ro H. Yamada, kiel prezidanto 
de P kunsido S-ro Joŝiaki Miŭa petis unue al reprezentantoj de F lokaj grupoj fari 
salutojn, kiuj ĉe la malferma soleno estis prokrastitaj pro manko de V tempo, kaj poste 
unu post alia al ok-naŭ samideanoj fari tabloparoladojn. Ĉiu aŭ humorplene aŭ elok
vente ĉarmis la ĉeestantojn. Precipe el ili jenaj estis distingiĝaj;

S-ro Eiĵuuroo Amano, la estro de Nagoja Centra Telefona Oficejo : Pri urĝa neceso 
de alkonduko de Esperanto, en la internacia telefonado kiel oficiala lingvo.

S-ro Takeo Koozuma, kiu lastatempe revenis al Japanujo el Argentino : Pri admiro 
de argentinanoj al multaj gazetoj tre regule eldonataj en Japanujo, k. a.

S-ro Masutoŝi Kidosaki: Bonhumora saluto.
S-ro Joŝicugu Okamoto: Pri detalaj raportoj de V praktiko de esperanta leciono en la 

Sesa Knabina Liceo en Tokio.
S-ro Kenji Ossaka; Tre bonega kantado : Luno super ruino.
Sekvante Nagojaj Esperanto-Societanoj (S-ro Miĉio Tanimura ĉefe ludis kun helpoj 

de S-ro Joŝio Kanako k. Ĝisuke Taenaka) prezentis duaktan pupoteatraĵon " Ŝitakiri-Su- 
zumen (Langotranĉ让a Pasero). Dum ĝia preparado la helpanto S-ro ĉ. Takenaka, 
utiligante mallongan intertempon, ankaŭ prezentis kantadon de V Nagoja-Ondo (Kanto 
de urbo Nagoja, esperantigita). Ambaŭ prezentoj ricevis grandan aplaŭdon.

Kiam ĉiuj en ekstazo forgesis la tempon S-ro J. Kaneko faris la ferman saluton de 
P kunsido.
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Poste en la komuna kunloĝejo, S-ro H. H. Yamada prezentis filmon " Portanto de 
Sankta Standardo ”, por kiu li dum kelkaj jaroj penadis ŝparante grandan sumon da mono 
kaj tempo. La filmo temis sinceran esperantistan vivon celantan gloran finan venkon・ 
Ne nur ĝia fotografado kaj kompilado ambaŭ estis tiel lerte faritaj kiel ĉe profesiulo, sed 
ĝi donis al ĉiuj rigardantoj grandan kortuŝon kaj freŝan instigon batali por komuna 
bono. Ekstere ankoraŭ pli forte pluvadis.

ĜENERALA KUNVENO DE JAPANA ESPERANTO INSTITUTO

Je 10.45 h. oni ekhavis la ĝeneralan kunvenon de JEI, landa asocio sub la prezido 
de S-ro K. Ossaka, direktoro.

S-ro J. Okamoto, ĝenerala sekretario de JEI, raportis pri la aktivecon kaj disdonis 
kasraporton de JEI.

La raportoj estis aprobitaj.
Poste oni havis la interkonsiliĝon pri la movado.
S-ro S. Ŝindo esprimis sian deziron ke ni membroj bone utiligu la ĝeneralan kunvenon, 

ĉar ĝi okazas nur unu fojon ĉiujare.
S-ro K・ Ito deziras, ke JEI eldonu propagandajn broŝurojn.
S-ro J. Okamoto respondis ke JEI antaŭe intencis eldoni tiajn libretojn laŭ la instigo 

de S-ro Kaŭahara kaj komisiis al li la kompiladon, sed bedaŭrinde la eminentuloj, kiuj 
estis komisiitaj fari manuslcripton por la libretoj, ne skribis kaj la afero ne iris bene.

S-ro T. Kuŭahara proponis ke kvankam la programo montras ke ni finu la kunvenon 
je 11.30 h., ni havu la kunvenon ankoraŭfoje morgaŭ post la oratora kunsido, kaj ke la 
direktoroj interkonsiliĝu kun la prepara komitato de V Kongreso pri la aranĝo. La 
propono unuanime estis akceptita. Kaj poste la Kom让ato deklaris ke oni ne havos la 
oratoran kunsidon, ĉar mankas al ni parolontoj kaj ke ĝi disponas la tutan posttagmezon 
al la ĝenerala kunveno ds JEI.

Kaj tiamaniere oni havis la duan parton de V kunveno de la 14-a h. ĝis la 17-a h. en 
la 11-a tago. Ankaŭ s-ro K. Ossaka prezidis.

Oni diskutis pri la maniero de la redaktado de la Revuo Orienta, la organo, kaj 
Esperanto-Lernanto.

S-ro S. Ŝindo proponis ke JEI fondu novan komisionon por la propagando.
Kun modifo la propono estis akceptita kaj la aranĝo estis komisiita al S-roj Ŝindo 

Okamoto kaj Mi jake.
S-ro T. Kuŭahara demandis, kiel iras la reorganizo de JEI. S-ro J. Okamoto detale 

respondas.
S-ro II.ヾamada esprimis sian opinion ke JEI kolektu monoferon.
S-ro J・ Ŝibata esprimis sian opinion ke nia movado en nia lando progresis dum la 

lastaj dekkelkaj jaroj. -
S-ro J・ Kaneko demandis pri la problemo de filioj de JEI.
S-ro I. Nlicuiŝi petis ke la membroj subtenu JEI por la prospero de V kaso de JEI.
S-ro Ĉ. Jui esprimis sian deziron pri la gazetoj.
S-ro T. Ikoma proponis ke JEI kolektu monoferon. Pli detale legu sur la paĝoj 

318-321 de la Revuo Orienta, 1935.
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LA DUA TAGO

La 23-an de Septembro

9.00—12.00 h・ oni havis FAKKUNSIDOJN (Kies raportoj estas forlasitaj pro la 

manko de spaco).
14.00—17.00 h. oni havis la 2 an parton de la ĜENERALA KUNVENO de JEI, 

pri kiu vi legu ĉi-supran raporton.

PROPAGANDA PAROLADO KUNVENO

Ĉe Kjdka-Kaikan,
19.00—22.00, en la 11-a tago. .
Sub la komuna aranĝo de Nagoj a Esp-Ligo kaj Nagoj a Junula Budaista Ligo, la 

propaganda par oladoku n veno temis precipe limokampon inter Esperanto kaj Budaismo.
Sub la prezido de S-ro J. Miŭa la paroladoj sekvis unu Ia alian laŭ jena programo.

Malferma saluto.
Mahajaneco de Esperanto.
Ĝuste uzu objektojn!
Kelkaj plendoj.
Religiorevivigo kaj kredo de Esperanto.
Esperanto kaj Budaisto.
Budaismo kaj Japana Kulturo.

S-ro
〃

J. Miŭa.
T. Jamaguĉi
K. Ŝibajama, 
J・ Nakzni^i.
J. Ŝibata・
K. Assano.
J. Okamoto-

〃

〃

〃

〃

〃

Kvankam aŭdantoj estis nemultaj malhelp让e de 
donis al ili grandan kortuŝon.

pluvo malagrabla, ĉiuj parolantoj

LA TRIA TAGO.

La 24-an de Septembro

KONGRESA EKSKURSO

Bedaŭrinde ankaŭ hodiaŭ pluva vetero ....!
Malgraŭ la malbona vetero, ĉ. 60 gesamideanoj partoprenis la ekskurson. Per vagon

aro de 8.34 al ĉokoĵi el Ĉikusa-stacidomo.
Elirante la vagonaron, ĉi tiu verda ombrela grupo rapidis al restoracio u Senzairo 

apud Gokoĵi-stacidomo. Ekstere rekte ĉe la kunsidejo pluva torento de rivero " Tamanoga- 
ŭa" faris bruegon, tamen interne en la kunsidejo regis milda atmosfero esperanta.

La hodiaŭa malferma saluto estis farata de s-ro Ŝ. Macumoto, ano de Kozoĵi. Sekvante 

laŭ la prezido de s-ro H. Jazaki, 8 gesamideanoj raportis pri la rezultatoj de la fakaj 
kunsidoj.
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La raportantoj estis：

1. Literatura fakkunsido ......................... S-ro Ŝ. Mijake

2. Kristana fakkunsido.............................S-ro K・ It6・
3. Fakkunsido pri la enkonduko de Esperanto

en mezgradaj n lernejojn..................S-ro S. Inoue.
4. Budaista fakkunsido.............................S-ro Ĝ. Takenaka.
5. Sciencista fakkunsido ..........................S-ro T. Hattori.
6. Medicina fakkunsido.............................S-ro li. Jazaki.
7. Studenta fakkunsido.............................S-ro T. Ueĵima.
8. Fervojista fakkunsido ......................... F-ino M. Manzana.

Post la 〇行cialaj salutoj komenciĝis amuza parto, anstataŭ ekskurso pro pluvo.
Unue s-ro J. Hasegaŭa, pri arkeologio komisiito de Aiĉi gubernio, faris interesan 

paroladon en japana lingvo dum duonhoro, kies temo estas " antikva kulturo kaj Oŭari- 
provincon. S-ro Ossaka, tuj post la parolado, tradukis ĝin en Esperanton por manifes
tacii Esperanton al la ĵusparolinto.

Manĝante la lunĉon, laŭ alvoko de s-ro T. Ueĵima, kelkaj gesamideanoj faris amuzaĵojn 
unu post la alia. Estis tre ĝoja kaj gaja horo.

Post la amuzaĵoj, s-ro H. Yamada, prezidanto de la kongreso, faris konsciencan 
ferman saluton de memorplena XXIII-a Kongreso de Japanaj Esperantistoj en Nagoja. 
Kiam oni ĥorkantadis la u Tagiĝojn, mildaj aŭtunaj sunradioj ekvenis sur freŝan teron 
kaj tio montras nian estontecan feliĉon. Iuj vizitis templon kaj tombejon de Jokoĵi. Aliaj 

babiladis en la restoracio.
Ĉiuj kongresanoj disvojagis kun varma koro, interŝanĝante inter si uĜis la revido 

aŭ " ĉis la venonta Kongresor.
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Kasraporto

第23囘日本エスペラント大會會計報吿書 

大會々計部 山/弘、竹中治助・會計秘書井澤義一

★ 一般會計★

收 入

大角參加費O SO X192名............. 96.00
崭附金詳細別表.................. 264.83
雜收入手巾賣上利益利子其他..... _2.04

收入合計.................. 362.8 f

支 出

會場費.............................. 85.80
内譯公令堂使用料......... 50.00

V.M.C.A.會館使用料 ……24.00 
同 小使心付...... 1-〇〇

裝飾用大綠星旗2.............. 6.00
同紙綠星旗...............1-80
會場立看板.................3.00

印刷費.............................. 29.44
内譯インフォルミーロ印刷

代.................... 19.00
參加审込書 .......... 5.50
按蒋用紙及印刷代...........1.10
參加章印刷代...............1.80
大會新聞用紙代............ 2.04

大を徽章費........................... 7.11
内課一般徽章...............6.76
委員徽章................ 〇・35

宣傳費............................ 16.48
内譯記念スタンプ印..... 1.80

宣傳用エノ、ガキ..........〇・30
宣傅用册子（中事校英語ミエス囲）14.38

宿舍疵............................... 5.00
合宿所心付.................5.00

通信費.............................. 24.18
通信費及送料..............24.18

那務費............................... 7.80
内譯諸帳簿.................0.33
封筒及用笺.............. 1-49
みタンプ塞印判代.......... 2.10
受付係事務費............ 2.80
共他事務費.................1.08

ヱスベラント普及講演會補助........ 5.00
エクスクルソ補助..................... 6.58
プロトコー口費...................... 63.00
雜 费 ........................ 10.70
內譯運搬費.................1.00

寄贈窈应代.............. 5.50
同エハガキ代..........4.20

支出合計.................. 261.09
差引剰餘佥................ 101-78

剩餘金處分

寄附者二謝意........................ 15.48
（記念出版「東洋ノ俠血兒」1册宛）

□本科學者同盟エ寄附.............. 10.00
日本醫學エス聯盟エ寄附............ 10.00
F!本キリスト敎エスペランチスト聯盟

工寄附............................ 10.00
エスペラント文厚硏究會エ寄附....... 10.00
日木佛敎エスペラント聯盟工寄附……10.00 
大會規約制定委員會エ寄附............ 5.00
エス文法文骰辭典二關スル決議實行委

員會工寄附...................... 6.30
オリンビックニエス語採用勸吿決議實

行委貝會工寄附.................. •10.00
第24囘□本エスペラント大會工寄附…15.00

---  ー ーーー ■■ _ _ ―~~TB------- - I  
合 計 101.78

★特別會計★

晚 餐 蠱
收 入、'3

晚豊會費1.30x129名...............167.70

支 出

食事費............................. 140.80
會場設備費........................... 7.70
繪葉書代............................ 1920

支出計...............

繪 葉 書

收 入

我店賣上高...................

大窃用買入高.................

收入計...............

支 出

原板製作代...................

袋代印刷代...................

繪面印刷代...................

16740

40.80
4.20

4500
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宛名面印刷代......................... 3.00
圖案費............................... 3.00

支出計...................... 45.00

エクスクルソ

收 入

會費 A. 0.90 X 34 名................ 30.60
會賈B•（辨當ノミ）0.30x29名…… 8.70
大會一般會計ヨリ補助.............. 6.58

收入計......................45.88

支 出

汽車賃 0.66 X 32 名..................21.12
耕當代 0.30 X 6!名................ 18.30
講帥謝禮............................. 1・〇〇

講師辨當代........................... 0.30
菜子代............................... 2.16
女中心付............................. 3.00

支出計................ 45.88

寄附金明細

財團法人日本エスペラント學會.....  60.00
笫22囘日本エスペラント大會.......  20.00
飯塚エスペラント會................ 〇・5〇

名古屋白木欽松............. 31.00
同 山 田 弘..............20.00
同 西岡直一郞........   20.00
東京小坂狷二........   20.00
名古屋矢崎富美人..............15.00
|nĵ ヨセ フ•マ ヨーノレ.... ・•・・.•••.10.00
同 三輪義明.............. 10.00
同 齋藤 最..............1〇・〇〇

冋 竹・I・治助............... 6.00
金澤由比忠之進...............5.00
山口 野原休 ...............5.00
愛知和田米三郞...............5.00
滿洲國渡邊行孝.............. 5.00

松

失

®-
雄

誇

洽

T-
雄

奶

一

册

江

一

郞

象

巳

松

郞

市

册

夫

一

夫

三

淸

雄

一

三

藏

武 

芳

周

逸

義

孝

賢

美

報

篤

義

四

雪

重

一

龍t
 
JE
金

太

由

い

丈

春

靜

佐 

龍

壽

幹

六 

扶 

直

益
 

益 

榮
"
 

・
林 

• 

寫 

谷

田

慶

井

宮

柳

京

富

駒

澤

谷

原

本

宅

島

十

村

木

野

野

谷

木

野

本

眉

山

野

山

中 

神

松

福

五

黑
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澤
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知
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知
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名 

古 

愛

金

名

三

愛

同

大

東

神

名

愛

大

愛

名

小

會

京

名

岐2

岐

愛

名

滋

愛

古

大

橫

乡

同

2.00
2.00
1.50
1.20
1.20
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.63
0.50
0.50
0.50
0.30
0.20
0.2()
0.20
0.2()
0.20
0.2()
0.20
0.20
0.20
().20

合 計...................264.83
團體寄附........................  80.50
大別、個人寄附C愛知縣下）........ 138.70

個人寄附（愛知縣以外）....... 45.63

以上ノ外山山弘C名古屋）絹手巾10枚、白 

木欽松C名古屋）綠星コッブ臺200箱、盛岡工 

ス會ザ博士浮彫額1枚

Nomaro de la partoprenantoj

中川鐵三郞 

池FH勝三郞 

原田三馬 

土屋秀一

1. 岡本好次 （束 京っ 10. 竹中治助 （名古屋） 19.
2. 由比忠之進 C金 澤） 11. 山m 弘 C同） 2〇.

3. 福田正男 （三 重） 12. 井澤義一 C同） 21.
4. 加藤隆通 C :同） 13. 三浦富治 （愛知） 22.
5. 野原休ー cm ロ） 14. 福田仁一・ oj、!a） 23.
6. 吉岡登良夫 （三 亟） 15. 川崎直一 （大阪） 24.
7. 山田 明 （岐 阜） 16. 城戶崎益敏 C同） 25.
8. 矢崎富美人 （名古屋） 17. 关城戶嗨ひな子C同） 26.
9. 白木欽松 C 同） 1& 岡本滿 （名古屋〉 27.

雄

章

親

雄

子 

一
 

元
昌
鈴 

橋

崎

田

小 

林

高

尾

黑m

（名古屋） 

C同） 

C同） 

C同） 

C同） 

（同） 

C同） 

（東京） 

C大阪）



28 三根隆雄 （名古屋） 78. 仍蕊文天 C名古屋） 128. 金子美雄 C名古屋）

29. 熬宮孝壽 C愛知） 79. 永桶きょ C同） 129. 畔柳賢治 C愛知）

3〇. 桑原利秀 e大阪） 8〇. 和澤治雄 C札幌） •13〇. 神谷芳根 く同）

31. 進藤靜太郞 e同） 81. 林秋雄 CJK 京） 131. 安井治雄 e同、

32. 伊藤幸一 C同） 82. 伊藤武雄 C同） 132. 野口信幸 C同）

33・ 辛松出勝彥 C同） 83. 離田秀治 C同? 133. 松本童・- C同）

34. 小坂狷二 （東京） 84. 中山知雄 C同） 134. 小林淸 e同）

35. 三宅史平 C同） 85. 立石 武 C同） 135. 本多正* C同）

36. 三石五六 （;同） 86. 岩月賢一 （同］ 136. 萱正典 C同）

37. 松原雪江 Cft根） 87. 小野田幸雄 :同） 137. 橋木春一 e同ノ

38. 营野祐治 C金澤） 88. 靑木武造 （同） 138. 岡本義雄 C同）

39. 中野壽一 （大津） 89. 萬澤まき子 C同） 139. 柴田義勝 （同）

4〇. 戶田忠夫 C名古屋） 9〇. 野上逍子 て同） 14〇. 間瀨伊八 C同）

41- 谷村道夫 C同） 91. 矢岛英男 C同） 141. 伊藤虔三 （瀨戶）

42. 金松賢諒 C京都） 92. 酒井卿 C同） 142. 杉山新一 （一宮）

43. 上鶴 武 C名古屋） 93. 沓木咸夫: C同） 143. 長谷川武夫 （岐阜）

44・ 內藤爲一 C同） 94, 栗山和子 く同） 144. 生田利幸 C同）

45. 前野勝一 （岐阜） 95. 豐野令 C同） 145. 水野輝義 C同）
46. 屮西義雄 C岸和田） 96. 宮崎珠太郞 C同） 146. 柳原記 C同）
47. 杉山幹三 C橫濱） 97. 山口茂田 C同） 147. 森政男 C同）
48. 浦野由市 C岐阜） 98. 鶴田茂明 C橫濱1 148. 板橋藤吉 C同）
49. 生駒篤郞 （神戶） 99. 高橋菊藏 （川崎） 149. 五井義雄 （三 2E）
5〇. 出駒捷伍 C同） 100. 立石 隆 く甲府） 150. 後戯三男 C同）
51. 河田よし子 C名古屋） 101. 八代英藏 C同） 151. 林好美 C同）
52. 山內美知子 C同） 102. 淸村藏吉 C名古屋） 152. 角用芳風 C高岡）
53・ 村瀕松枝 （同） 103. 足立直次 （同） 153. 志甫三郞平 （.同）
54. 林修二 （同） 104. 大平勇吉 （同） 154. 渡部隆志 （富山）
55. 丹羽正久 （同） 105. 田中義男 C同）. 155. 屮村卯三 （滋賀）
56. 淺野孝 C同） 106. 水谷孝 （同） 155. 井上照n （京®）
57. 村上澤子 e橫濱） 107. 山田三郞 C同） 157. 大崎勝夫 C同）
58. Jozefo MajorC名古屋） 108. 若山和照 «同） 158. 上村貴照 C同）
59. 关田中淑子 （石川） 109. 渡邊時雄 （同） 159. 柴山慶 C同）
6〇. 天野榮+郎 C名古屋） 110. 中井保造 （同） 16〇. 服部亨 C同）
61. 堀田新三 C同） 111. 白山榮次郎 C同） 161. 杉村千代 （同）
62. 中野昇一 C同） 112. 成田常次郎 C同） 162. 近藤國臣 （同）
63. 宮田あい子 C同） 113. 齋藤芳子 （同） 163. 赤田熊義 C同）
64. 佐藤仁子 （;同） 114. 三浦重雄 C 同） 164. 西村 勇 C同）
65. 鈴木治郎 （:同〉 115. 山田隆子 （同） 165. 大宰不二丸 C同）
66. 大橋玉=郎 C同） 116. 佐藤三郞 く同） 166. 杜多碩悅 （同）
67. 加愍家江 （同） 117. 村田光雄 C同;） 167. 木村千江子 C同）
68. 伊藤太郎 C同.） 118. 西出英夫 C同） 168. 中原脩司 （同）
69. 山中六藏 C同） 119. 杉下春夫 C同） 169. 山本佐三 （同）
？〇. 大埸秋雄 C福井） 12〇. 河合直次郞 e同） 17〇. 川村淸治郎 （同）
71. 鈴木益太郞 C名古屋） ノ 21. 福慶逸郞 C同） 171. 褊原扶美子 （大阪）
72. 齋藤最 C同） 122. 山田昌男 （同） 172. 多田つや C同）
73. 宮田龍雄 C同;） 123. 岩田ハ亟 C同） 173. 松本孝太郎 （同）
74. 高木鈕i 一 （一宮） 124. 三幅義朔 C同） 174. 兒島壯一 （同）
75. 鬼頭豐 く愛知） 125. 山中弘江 （同） 175. 寺田治二 C同）
76・ m屮秀郞 C名古屋） 126. 伊藤胖 C同） 17& 伊藤孫次 C同）
77. 木村金松 （京都） 127. 池野靜夫 C同） 177. 佐々木祐正 （同）
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178. 土師孝三郞 （尼 崎）
179. 川上秀治 （岸和田）

18〇. 福地須磨于 く神 戶）

181. 林田幸r C 同）
182. 笠井田根子 C 同）

183. 永井海乘 C 同）

184. 湯川良彥 （兵 PID
185. 中村智 C 同）
186. 洗江淳公 （神 戶）

以上192名

・印ハ不參者

187. 坂內JE二 C同 )
188. 前田健一 C同
189. 宮本新治 〔兵 庫）
19〇. 月本黑多治 C同
191. 上妻武次 （神 戶）
192. 黑田利弘 （廣 烏）

出席者府縣別

愛知86,東京22,大阪17, 
京都17,兵庫!5,岐阜9,三 

£ 6,神奈川4,石川3,富 

山3,北海道,滋賀，山梨各 

2,山口，島根，福井，廣岛各

1.

POST LA KOMPILADO

☆ Vere Nagoj a Kongreso estis kovrita de pluvo. Iu ĉeestinto prave nomis ĝin 
Pluva Kongreso, sed ni kredas pro tio la kongreso fariĝis memoriga kaj samteme tiel 
intima. Tamen pro pluvo ni ne povis gvidi partoprenantojn por rigardi vidindaĵojn en 
la urbo, pri tio ni ankoraŭ sentas profundan bedaŭron.

☆ Ni tre bedaŭras, ke ni ne povis bone akcepti la partoprenantojn ĉe la stacidomo. 
Pro tio ni petas ilian grandaniman pardonon.

☆ Ni devis dividi salutojn en tri partojn. Tio devenas de nia sensperteco, sed ankaŭ 
estis kaŭzo de tio, ke iuj salutoj estis tro longaj kaj tro multaj reprezentantoj salutis.

☆ Ni povas fieri pri la ĉeesto kaj la regalo de S-ro Urbestro, kiuj donas bonan 
impreson pri nia movado al ĝeneralaj urbanoj.

☆ En la fino de la protokolo, en la nomo de Kongresa Konstato ni esprimas tutkoran 
dankon al ĉiuj samideanoj, kiuj donis subtenon spiritan aŭ materian al la Kongreso.



良書驚異的大價下

さきに本會がしiteratura Mondo社出版物の日本獨片取次權を引受けた 

際その條件として同社出版物の人&的價下げをいたしました乙とは御記 

憶に新らしいと存じますが，このたびノ、ンガリ國丈銀行が積極的な爲林 

政策を行ふことになった結果，同社出版物は，さらに驚くべき價下げを 

行ふことになりました。為替關係の變動のめまぐるしい今日の乙とです 

から,乙の際あなたの書架を大いに充實させてください。LM社出版書 

はいづれも定評ある良書です〇

Julio Baghy 著書

1 DANCU MARIONETOJ 短篇小說集・ 

レVIKTIMOJシベリアにおける捕虜生活

M HURAバギの最大力作・•

'PRETER LA VIVO 詩集

レPILGRIMO詩集.......

K. Kalocsay 著譯書

"LINGVO STILO FORMO 造話論，韻律論等・

上 0-90 (6) 並 0.65 (4)

上 1.60 (6) 並 1.30 (6)

上 3.70 (21) 並 3.10 (20)

，上 1.15 (6) 並 0.80 (4)
，上 1.10 (4) 並 0.80 (2)

•上 1.00 (4) 並 0.55 (4)
^STREĈITA KORDO 詩集...................................  1.25 (6)

RIMPORTRETO｝エス界花形の肖像を描く詩集 ..............045(4)
/ ETERNA BUKEDO 各國詩人名作集•・特 3-60(10)上 3.10C10)並 2-60(8)

1,7Maditeh: TRAGEDIO DE UHOMO 名畫入大抒事詩....... 1・05 (6)

(Goethe: ROMAJ ELEGIOJ 愛慾抒情詩 ....................  0 80 ( 2 )

zDante: INFERO ダンテ「神曲」第一篇 上 2-£0 (10)並 2-E0 (10) 
/Hekler: ARTHISTORIO I上古からルネサンスまで.........  3-10 (21)

^Mussolini: VIVO DE ARNALDOファショの御大愛弟の追憶…・0-65 ( 2)

K. Kalocsay-\Varinghien 共著

V PARNASA GVIDLIBRO 作詩法 

x/ PLENA GRAMATIKO DE ESP.
上1.40 (8)並 105 (6)

3.10 (15)
如 UNGAR A ANTOLOGIO............

-^ENCIKLOPEDIO DE ESP.全二册
・上 4.10 (21)並 3.60 (21) 
上10.50 (33)並 9-15 (33)



加sch : SORĈISTINO EL KASTILIO ユグヤ民族迫害史.........  1-05(6)

^Brz3kowski: PRI LNODERNA ARTO (「1下品切)............ 1.05 (6)
り.Forge : Mr. TOT AĈETAS MIL OKULOJN ••上1/5 C G)並1-33 (6)

F Szilza^yi 善謹書 ・

V^FRANS LA FABELOCEANO 大人の蛍話..... 上1.く0 ( 6 )並1-05 ( 6 )
/Genthon : L\ PENTROARTO DE IA MALNOVA IIUNGARUJO

大判寫眞96個入....................... .......... •豪華版5.00 (21)

To tsche 著逮書 _ ..

v D2 PAĜO AL PAĜO原作界花形の作品批評…............. 095(4)

V^DEKDU" POETOJ 十二人詩集 ............................... 083(4)

Karinthy : VOJAĜO EN FAREMIDON .................................. 0/0 C 4 )

St Ensholm 著書 .

レHOMOJ SUR LA TERO北歐に生れた止の小說..............1-15 (6)
なFANOJ EN TOREXTO兒逼の生活を描く ................ 0G3 ( 4 )

fVcinhengst: TURSTRATO 4 社會”說........................  1.15 (6)
/Aisberg: FINE MI ROMPREヽIS LA RADION ........................... 1.45 (4.)

/Sturmer: EL LA NOTLIBRO DE PRAKTIKA ESPERANTISTO 盼筆集…

• ................................................................................... ..................... 0.60 ( 6 )
Kikuĉi: AMO DE TOOĴUUROO 下村氏譚【藤ト郞の戀」....... 0.43 (2)

ZT. Herzl:LA JUDA ŜTATO ユダヤ國建設計劃書 .............. 0.95 (4)

Slominski: MIA VOJAĜO EN SOVETIO 辛辣な見物記.........  0 83(4)
^JeluŜiĉ: CEZARO 波瀾匝疊の英雄の生涯........................  275 (14)

厶damsoj : AULI原作少年物詰・ ................................. 0,50 ( 4 )

^rivat: INTERPOPOLA KONDUTO ............................................ 0,95 ( 4 )

jerome: TRI HOMOJ EN BOATO (冃下品切)..................143(6)

AELA會眞の特典
さきにAELA 1935年度會貝へ亂布した割引:嗣 奏は廢

止し」・•記定價の:二割刃で提供します。ただL,1935年度

AEI A會員である旨おFf出でないかぎり割引きいたしません。

東京木鄕 財團
元町・ 一 は人 日本エスペラント李會 鯛瞬



エスペラント

高橋邦太郞 
エスペラント生活三十年 

見よ,先驅者はいかに步んだか

中虎兒郞講評
B由作文•日記の中から 

活氣に滿ちた新設ロ由作文欄 

三宅史平講評 
和文エス譯・海外電報カゝら 

親切明快な講評Xポで堂々四頁 

小坂狷二・Antaŭ, Post 
これぞ'今年のヒット・前置詞略解 

岡本好次・Seと假定法 
附・エス和とエスエスの用ひヵ 

倉地治夫・文章の從要素 
エスペラントの作夂の非礎知讖 

映畫物語・白き處女地 
現代フランス文舉名品の映畫化 

大島義夫・UEA・SAT・IPE 
エスペラント運動の組織の仝貌

专
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詣
广
侶
沪
知

定價1部20錢
•送米斗5 ffi •

1年分送料共2圜30錢

坪一男•金澤〔地力會を中心として〕見本 切手!0錢

海外雜誌見本

JUNA VIVO燼合本
80錢•送料6錢•見木一部!0錢

LA PIRATO 収册 

LITERATURA MONDO
_____  _______________ _ _____________ 「見本1部送料とも15錢

近刊•高木弘•北歐篇丧备君 小三月上旬出來
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